
大野市

地域づくり部地域文化課

0779-64-4834

区分 金額 内容

仕事 ■
「大野へかえろう」就職活動交通費補

助
住所のある都道府県からの定額

20歳から49歳までのUターン希望者に市内で就職してもらうために、就職活
動に係る交通費（公共交通費）」を補助

仕事 ■ 女性Ｕ・Ｉターン就職者応援事業 上限30万円
過去2年以上市外に居住する女性が大野市に移住し、市内の対象企業へ
就職した場合に引越し費用を補助

仕事 □ 稼ぐ力応援事業
①最大100万円
②最大30万円

③－

①店舗形成事業
市街地の空き地や空き家を活用して創業する方や既存店舗の事業継承、２
店舗目の出店に対して補助
②共同店舗形成事業
市内の共同店舗（ショッピングセンター）内での創業、既存店舗の事業継
承、２店舗目の出店に対して補助
③結の故郷ビジネスサポートチーム
主に市内の専門家で構成された専門家チームによる伴走支援
（初回無料、2回目以降有料）

仕事 □ 新規就農者経営支援事業補助
①年間最大150万円（最長3年間)
②非農家出身：（1年目）15万円
（2年目）10万円　（3年目）5万円

①50歳未満
新規就農者に対し、就農資金を交付
②50歳以上60歳未満
新規就農者に対し、就農奨励金を交付
※その他要件あり

住まい ■ 暮らし住まいづくり支援事業

①上限　居住誘導区域内：60万円
居住誘導区域外：30万円

②上限　居住誘導区域内：60万円
居住誘導区域外：30万円

①中古住宅の取得
市に転入される方が、定住のために中古住宅を取得した場合に、住宅の取
得費用を補助
②中古住宅の取得と併せたリフォーム
同事業で取得した住宅で、居住に必要なリフォーム工事を補助
※住宅取得前に申請が必要

住まい □ 空き家情報バンク －
市内にある空き家の情報を所有者の方から募集し、その情報を市内外の購
入・借入を希望される方に提供

住まい □ 空き家希望者バンク －
空き家情報バンクに物件が登録されるたびに、空き家を探す希望者にメー
ル等でお知らせする制度。また、希望者の探している物件のニーズをホーム
ページで紹介し、空き家所有者と希望者のマッチング創出を行う。

住まい □ 空き家診断促進事業 上限3万5000円
空き家情報バンクに登録する、または既に登録された空き家の建物状況調
査をする費用を補助

住まい □ 木造住宅耐震診断等促進事業 上限9万7000円
木造住宅の耐震性の有無を診断する費用および耐震性のある住宅に
補強する計画を作成する費用を補助
※事前に申請が必要

住まい □ 木造住宅耐震改修促進事業 上限190万円
木造住宅耐震診断等促進事業を活用し、耐震補強計画を作成された方が
行う耐震改修工事の費用を補助
※事前に申請が必要

住まい □ 町家住宅家賃軽減事業
現行家賃から

１万円/月を減額
子育て世帯、高齢者世帯、障害者世帯の方に対し、町家住宅の家賃を軽減
※所得に制限あり

住まい □
やすらぎの里「ぶなの木台」

宅地分譲
－

自然豊かな大野市の中でも、特に四季の彩りが鮮やかな和泉地区貝皿に整
備された、やすらぎの里「ぶなの木台」の宅地を分譲

住まい □
ぶなの木台分譲地販売促進

補助金
上限50万円

ぶなの木台分譲地内の土地を購入した方が住宅を建てる場合に、建築費用
の一部を補助
※土地を購入してから5年以内に市内業者により住宅を建てることが必要

住まい □
都市景観形成建築物等

整備事業
上限300万円

（角地は400万円）

景観形成地区（七間通り・五番通り・寺町通り）において、各地区のまちづくり
協定に基づき建築物の外観改修などを行う場合に、外観工事費の一部を補
助
※事前に申請が必要

住まい □ 浄化槽設置整備補助
①上限212万9000円

②上限30万円
③上限9万円

①合併処理浄化槽整備区域内で、専用住宅等に50人槽以下の合併処理
浄化槽を設置する費用に対して補助
②宅内配管工事費用に対して補助
③単独処理浄化槽撤去費用または雨水貯留槽転換費用に対して補助
※②と③の撤去費用補助はくみ取り槽または単独処理浄化槽からの転換
に、③の雨水貯留槽転換費用補助は単独処理浄化槽からの転換に適用

結婚 □ 結婚新生活支援事業
上限30万円

※夫婦共に29歳以下の場合
上限60万円

結婚した世帯に対し、結婚に伴う新居の住居費、引越費用を補助
対象：夫婦とも39歳以下で夫婦の合計所得が400万円以下の世帯

令和４年度　支援制度一覧

市　 町　 名　：

担当部署名　：

電 話 番 号　：

制度名

　　　※ □ … ＵＩターン者を含む住民が対象　　　■ … ＵＩターン者のみが対象
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結婚 □ U25夫婦支援事業 10万円
夫婦ともに39歳以下かつ、両方又はどちらかが２５歳以下の結婚した世帯に
対し、結婚祝金を支給
対象：夫婦の所得の合計が400万円以下の世帯

妊活 □ 不妊治療費助成事業
１年度あたり
上限30万円

不妊治療のうち医療保険が適用されず治療費が高額になる人工授精・体外
受精または顕微授精について、その治療費の一部を助成（年齢制限有り）

妊活 □ 妊婦情報事前登録制度 －
出産予定日やかかりつけ医など、妊婦さんに関する情報を事前に市へ登録
することで、消防署と情報を共有し、万一の救急車利用に備えることで、医
療機関へスムーズに搬送する

妊活 □ 出産・育児スタート応援事業

■妊婦健診
・1回目：16,540円
・2-14回目：6,440円
・子宮頸がん検診：6,290円
・ＨＴＬＶ－１抗体検査：2,290円
・性器クラミジア検査：1,980円
■乳児健診
・1、4、9-10か月児健診：各5,730円
■産婦健診：5,000円
■新生児聴覚スクリーニング検査：
5,600円
■母乳外来：3,000円×3回まで

①妊産婦・乳児健診等費用助成
妊産婦・乳児健診・新生児聴覚検査などにかかる費用を助成
②母乳外来等費用助成
出産後、授乳や育児で困った時に、早めに助産師などに相談し、安心して
育児できるよう母乳外来（助産師訪問）などの費用の一部を助成
③赤ちゃん訪問・育児相談
赤ちゃんが生まれた家庭を保健師または助産師が訪問して、母子の健康な
心と体づくりを支援。育児相談会として、助産師による母乳相談、管理栄養
士による離乳食相談の実施

子育て □ 児童手当等給付事業
３歳未満　 1万5000円/月

３歳から中学生   1万円/月
※支給は一人当たり

中学生までの児童を監護している保護者の方に、児童手当を支給
令和4年10月支給分から所得制限あり

子育て □ 子ども医療費助成事業 窓口完全無料化
20歳までの子どもに対して医療費（医療保険適用分）を助成
※20歳までの子ども（19～20歳は福井県内の大学・専門学校などへ通学す
る学生のみ）

子育て □ 未熟児養育医療費給付事業 所得に応じた自己負担額を除いた額 未熟児として生まれた乳児に対して、養育のための入院費用を補助

子育て □ 子育てママパパの家事お手伝い事業
無料

(１時間×10回分）

保護者の育児などに伴う心理的・身体的負担の軽減を図り、不安の解消と
心身のリフレッシュを図るために、一時預かりや家事援助、買い物代行、リフ
レッシュ等に資するサービスを提供

子育て □ チャイルドシート購入費補助 上限1万円 チャイルドシートの購入費の一部を補助

子育て □ 家庭育児応援手当支給事業
児童1人につき

1万円/月

子育て □ 地域組織活動育成事業補助
１団体当たり  4万円
※世帯数加算あり

児童の健全な育成を図るために、保護者や地域住民による組織的な活動に
かかる経費の一部を補助

子育て □ 保育所・認定こども園保育料無料化 第2子以降無料
保育所・認定こども園を利用している世帯の第２子以降の児童の保育料を免
除（所得制限なし）

子育て □
保育所・認定こども園副食費（おか

ず・おやつ代）無料化
第3子以降無料

保育所・認定こども園を利用している世帯の第３子以降の児童の副食費（お
かず・おやつ代）を免除

子育て □
子どものインフルエンザ予防接種費

助成
1回当たり1000円

保護者の負担軽減とインフルエンザの発症および重症化を予防するため、
予防接種費用の一部を助成

子育て □ 予防接種事業 －

①定期予防接種事業
定期予防接種のＢＣＧ・ヒブ・小児用肺炎球菌・四種混合・二種混合・Ｂ型肝
炎・不活化ポリオ・麻しん風しん・日本脳炎・子宮頸がん・水痘・高齢者インフ
ルエンザ・高齢者用肺炎球菌について接種費用を助成
②風しん予防接種費助成事業
風しんや先天性風しん症候群の発生を防止するため、風しんワクチンなどの
接種費用の一部を助成
③風しん追加対策事業
風しんや先天性風しん症候群の発生を防止するため、風しん抗体検査・風
しんワクチンの接種費用を助成

　　　※ □ … ＵＩターン者を含む住民が対象　　　■ … ＵＩターン者のみが対象
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子育て □ しあわせ子育て応援事業（幼児健診） 自己負担なし

母子保健法に基づき、幼児健診を実施
・内科検診、歯科検診、身体計測、目の検査（3歳児健診のみ）、歯科衛生
士による歯磨き指導、保健師による相談などを実施
・1歳6か月児・３歳児健診で希望される方には、フッ素塗布を実施

子育て □
小児慢性特定疾病児童等日常生活

用具給付事業
世帯の課税状況により負担額を決定

在宅の小児慢性特定疾病医療費助成制度の対象者に対して、日常生活を
より円滑に行うことができるよう、必要に応じて特殊寝台等の日常生活用具を
給付

子育て □ ３人っ子給食費助成事業
第3子以降の小中学校の給食費を無

料化
３人以上の子を養育する保護者に、第３子以降の小中学校の給食費を助成

子育て □ 児童扶養手当給付事業 最大4万3070円/月
ひとり親家庭の児童を養育する父母または父母に代わってその児童を養育
している方に手当を支給
※所得等に応じて支給額は減額

子育て □ 母子・父子家庭等医療費助成事業 医療費の自己負担分を全額助成
20歳未満の子どもを養育し、一定の要件を満たすひとり親家庭に対して医
療費（医療保険適用分）を助成

子育て □ 母子家庭等自立支援事業

①各入学時に支給
小学校1万円
中学交2万円

②生徒一人につき、上限1万円/月

①ひとり親家庭児童就学支度金
ひとり親家庭の児童が、小・中学校に入学する際に支度金を支給（所得制限
あり）
②ひとり親家庭高校生通学定期代助成
対象世帯の生徒が、通学のために公共交通機関の定期券を購入した場合
に購入費用を助成

子育て □ 子育て交流ひろば事業 無料 乳幼児をもつ親子に交流の場を提供（ショッピングモールＶｉｏ内）

子育て □ 地域子育て支援センター事業 無料
子どもの遊びの場の提供や育児等についての相談指導・育児支援、子育て
サークル、子育てボランティアの育成・支援

子育て □ 児童発達支援利用者負担軽減事業 全額助成
大野市児童デイサービスセンターにおける児童発達支援などのサービス利
用者負担分を補助

子育て □
病児デイケア事業

（病児・病後児保育）
利用料

1日2000円

入院する必要はないが病気治療中である、あるいは病気が治りその回復期
にある児童を、市が指定する医療機関で一時的に預かることにより、保護者
の子育てと就労の両立を支援
（令和４年９月から第２子以降無料）

子育て □ 放課後児童クラブ事業
無料

※長期休暇、土曜日は有料
昼間保護者が働いていたり、病気などのため、放課後に留守家庭となる小
学生児童に遊びを主とする健全育成を行う

子育て □ 放課後子ども教室 無料
地域の方々の参画を得ながら、勉強やスポーツ、文化活動、地域住民との
交流活動等を行い、放課後における子どもの安全で安心な居場所の提供

その他 ■ Ｕ・Ｉターン移住就職等支援事業
最大100万円

（＋子一人につき30万円加算）

東京23区に居住または東京圏（東京・神奈川・千葉・埼玉）在住で23区への
通勤者が、大野市内に移住し、かつ福井県が選定した中小企業に就職した
場合に、支援金を支給

その他 ■ Ｕ・Ｉターン移住就職等支援事業
最大40万円

（＋子一人につき5万円加算）

市内に移住する前の住所が３年以上県外にあった人で、県内で週20時間以
上の無期雇用契約で就職や起業した人に支援金を支給
※市内での就職や起業の場合は、加算金あり

　　　※ □ … ＵＩターン者を含む住民が対象　　　■ … ＵＩターン者のみが対象


