島田市に関する建築関係補助⾦

最大 150 万円の奨励⾦

中古住宅の購入

コロナ
対策

中古住宅購入奨励⾦
■昭和 56 年５⽉ 31 ⽇以後に新耐震基準で建築された中古住宅に、当該住宅を⾦融機関の融資を
受けて購入・改修する場合に助成
■基本額︓中古住宅購入費⽤(融資額の 1/2）を現⾦で上限

50 万円

加算額︓中古住宅改修費⽤(融資額の 1/2）を⾦券で上限

50 万円

世帯の中学⽣以下の⼦供の⼈数に応じて⾦券で上限

30 万円

20 万円

県外からの移住者に⾦券で上限

<担当>建築住宅課 ℡(0547)36-7193

最大 100 万円の補助⾦
遊休不動産リノベーション応援事業補助⾦
■地域経済の活性化を図るため、対象区域内の遊休不動産をリノベーション（改修により建物自体に
新しい価値を創出すること）し、事業を⾏うものに対し助成
■遊休不動産の内装及び外装の工事費の 1/2 を助成
上限

100 万円

<担当>商工課 ℡(0547)36-7164

静岡県の

最大 200 万円の補助⾦

補助⾦です

静岡県移住就業支援事業費補助⾦
■地域の課題に対して、県が支援対象と位置付けた社会的事業の起業を⾏う者に対して、起業に要し
た経費の一部を支援
■対象事業
・地域社会が抱える課題の解決に資すること（社会性）
・提供するサービスの対価として得られる収益によって自律的な事業の継続が可能であること。
・地域の課題に対し、当該地域における課題解決に資するサービスの供給が十分でないこと。（必要
性）

<担当>静岡県経済産業部就業支援局雇用推進課 ℡(054)221-2573
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最大 210 万円の奨励⾦

新築住宅の購入

コロナ
対策

島田市 I・J・U 支援事業奨励⾦
■島田市に 5 年以上住むために、転入⽇前 1 年間の居住地が静岡県外である者が転入し、転入後
1 年を経過した⽇までに島田市内において住宅の工事請負契約または売買契約を締結する場合に、
新築住宅の購入経費等を助成
■基本額︓新築住宅購入費⽤の 1/2 を現⾦で上限

130 万円

加算額︓市内業者が新築住宅を施工する場合上限

50 万円

世帯の中学⽣以下の⼦供の⼈数に応じて⾦券で上限

30 万円

<担当>建築住宅課 ℡(0547)36-7193

最大 100 万円の補助⾦
島田市移住就業支援⾦
■10 年間のうち通算で５年以上かつ移住直前に 1 年以上条件不利地域以外の東京圏に居住又は通勤
していた方で、静岡県が運営するマッチングサイトに掲載された求⼈に応募し、採⽤後３ヶ⽉以上
経過した方、又は静岡県の起業支援⾦を受け起業した方に助成
■１⼈世帯

60 万円

2 ⼈世帯

100 万円

<担当>市⺠協働課 ℡(0547)36-7197

最大 50 万円の補助⾦
島田市創業補助⾦
■まち・ひと・しごと創⽣法の基本理念の実現に向け、市内で新たに創業するもの又は新たな分野の
事業を開始するものに助成
■対象事業
①市内に事業所を設け、新たに起こす事業（創業）
②既存の事業者が市内において実施する、既存事業以外の新たな分野での事業（新産業進出）
■創業等に係る経費のうち、創業事務費、⼈材養成費、設備費等、広報費の３分の２を助成
上限

50 万円

<担当>商工課
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℡(0547)36-7164

最大 50 万円の奨励⾦
木材需要促進対策奨励⾦

■趣旨
⽊材利⽤を促進し、森林環境の保全を図るとともに、⽊材需要の喚起による林業・⽊材業・建築業
などの地域経済の活性化のため、⼤井川流域産材を主として使⽤した⽊造住宅を新築する個⼈に対
して、奨励⾦として島田市⾦券を支給する。
■補助対象者
市に登録した特定建築業者によって、この奨励⾦の対象となる居住⽤の一⼾建て⽊造住宅（併⽤住
宅を含む）を、島田市内に建築する⼈
■対象となる住宅
・⽊材総使⽤量に占める、⼤井川流域産材の使⽤量の割合が、45％以上であること
・住宅の主要構造部すべてに⽊材を使⽤すること
・住宅⽤に供する延べ床面積が、50 平方メートル以上の住宅で、次にあげる設備をすべて備えて
いるもの （居室、専⽤の⽞関、専⽤の台所、浴室、便所）
■支給額
延べ床面積 1 平方メートル当たり 5,000 円を乗じて得た額（1 千円未満の端数を⽣じた場合は、
その端数⾦額を切り捨てた額）
上限

50 万円

<担当>農林整備課 ℡(0547)36-7165

最大 20 万円の補助⾦
住宅用省エネルギー利用設備設置事業

■補助対象者
島田市内に自ら居住し、若しくは居住しようとする市内の住宅に未使⽤の住宅⽤省エネルギー
利⽤設備を設置する方又は未使⽤の住宅⽤省エネルギー利⽤設備が設置された住宅を購入し、居
住しようとする方
■対象設備 ︓次のいずれかに該当する設備であって、住宅に設置するものであること
（レンタル又はリースによる設置を除く｡)。
ア 定置型リチウムイオン蓄電池
リチウムイオン蓄電池部とインバータ、コンバータ、パワーコンディショナ等
の電⼒交換装置とが一体的に構成される装置
イ 家庭⽤燃料電池（エネファーム）
燃料電池ユニット及び貯湯ユニットから構成され、電気と熱の供給を主な目的
として構成される装置
※アの設備が、一般社団法⼈環境共⽣イニシアチブのゼロ・エネルギーハウス
（ＺＥＨ）支援事業に登録された製品又はこれと同等の製品であると市⻑が認める
ものであること。
■補助額
ア 定置型リチウムイオン蓄電池
蓄電容量１ｋWｈあたり 2 万円で上限
イ

18 万円(+2 万円)

家庭⽤燃料電池（エネファーム）

８万円(+2万円)

一基あたり

※ 両設備ともに市内業者が設置工事を⾏う場合は、2 万円を加算した額
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<担当>環境課

℡(0547)36-7145

最大 1５万円の補助⾦
合併処理浄化槽設置補助⾦
■補助対象者
公共下水道認可区域を除く全市域のうち、延べ面積の 1/2 以上を住宅の⽤に供する建物に 10 ⼈
槽以下の浄化槽を設置するもの
■補助額

15 万円

建物の新設又は改築を伴わない単独処理浄化槽、汲み取り便槽からの
付け替えの場合は、
５⼈槽︓33 万２千円(上限)
７⼈槽︓41 万 4 千円(上限)
10 ⼈槽︓54 万 8 千円(上限)を助成。
建物の新設又は改築を伴わない単独処理浄化槽からの付け替えの場合
宅内配管工事費︓30 万円(上限)
単独処理浄化槽撤去費︓9 万円(上限)
が上乗せ補助されます。
<担当>下水道課 ℡(0547)35-7719

最大 50 万円の補助⾦
空き家改修等事業費補助⾦(地域限定＝川根地域)
■趣旨
・川根地域の空き家を有効活⽤することにより、市⺠と市外居住者の⼾の交流拡⼤及び定住促進
による地域活性化を図るため、空き家バンクに登録のある空き家を改修する経費に助成
■対象者
空き家バンクに登録された空き家の所有者またはその所有者と賃貸借契約を締結する移住者
■対象事業及び経費
・改修した空き家に５年以上居住すること
・改修は市内の事業者により施工されること
・水道、ガス、内装、外装、屋根、トイレ、風呂などの改修に要する経費
■交付⾦額
一般世帯

30 万円

中学⽣以下の⼦供がいる世帯

50 万円

<担当>建築住宅課 ℡(0547)36-7193
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主な子育て施策
事業名

内容

１．不妊治療費助成事業
２．風しんワクチン
接種費助成

不妊メンタルケアサポーターが精神的なサポートや情報提供を⾏います。
⼈工授精・体外受精・顕微授精・男性不妊治療の費⽤の一部を助成します。
妊娠を希望する⼥性や配偶者、妊婦の同居者が風しんやＭＲワクチン接種
を受けるとき、料⾦の一部を助成します。
⺟⼦⼿帳の交付時に、妊婦健康診査、超⾳波検査、⾎液検査の受診票を交

３．妊婦健康診査事業

付し、検診費⽤の一部を助成します。保険師が妊娠・出産の様々な相談に
応じます。
助成の額は、入院、通院の保険診療の自⼰負担分から下表の自⼰負担額を
引いた額です。市役所の窓⼝でこども医療費受給者証の発⾏を受け、保険
証と一緒に医療機関の窓⼝に提出します。
小中学⽣、16〜18 歳になる年

未就学児
４．こども医療費
助成制度

入院
通院
(医科)
(⻭科)
通院
(調剤)

度末までのこども

0 円(全額助成)

0 円(全額助成)

500 円/回(⽉ 2 回まで)

500 円/回(⽉ 4 回まで)

※500 円未満の場合はその額

※500 円未満の場合はその額

0 円(全額助成)

0 円(全額助成)

市内 11 ヵ所の地域⼦育て支援センターでは、妊婦さんから⼦育て中のパ
５．⼦育て支援センター

パ・ママまで、出産から⼦育てまで気軽に御相談いただけます。就学前の
お⼦さんに親⼦で楽しく遊べる場を提供し、育児不安の相談や地域の⼦育
て情報の紹介もしています。
島田市で妊娠、出産、⼦育てをするママ＆パパを応援するサイトが「しま
いく」です。

６．⼦育て応援サイト
しまいく

しまいくは、ママ＆パパの「知りたい」
「相談したい」
「つながりたい」と
言ったニーズに応え、ママ＆パパを、⼦育てイベント、相談窓⼝、⼦育て
支援団体、そして同じ年代の⼦どもをもつママ＆パパ同志の交流へとつな
げる案内役です。
静岡労働局と連携し、⼦育て中の皆さんが仕事に関する悩みを気軽に相談

７．ママハロ

できる窓⼝「ママハロ」を市役所本庁 1 階の⼦育て応援課と保育支援課に
隣接。⼦育てや保育園に関する相談と併せて、ワンストップで仕事の相談
ができます。窓⼝前にはキッズスペースを併設。

<担当>１〜３︓健康づくり課

℡（0547）34-3281 ４〜６︓子育て応援課 ℡(0547)36-7159

７︓商工課 ℡（0547）36-7164
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