
妹背牛町があなたの生活をサポートします。

移住・定住の支援

対象：定住を目的に住宅などを新築するため、
　　　町内の土地を購入した方で、次の要件
　　　を満たす方。
　　　⑴土地取得後、２年以内に住宅などの
　　　　建築に着手する方
　　　⑵住宅用地を 150㎡以上取得した方
内容：土地購入価格の３分の１までを商品券
　　　で助成。上限は 50万円。

対象：定住を目的に住宅などを新築する方で、次
　　　の要件を満たす方。
　　　⑴居住部分の床面積が 70㎡以上で、建築
　　　　費用が 700 万円以上であること。
　　　⑵町内会に加入し、地域の行事に積極的に
　　　　参加する方
内容：工事代金の10分の1までを商品券で助成。
　　　上限は町内業者の場合 100 万円、町外業者
　　　の場合50万円。
　　　18歳未満の子ども1人につき20万円増額。
　　　新規移住者の場合さらに20万円増額。

対象：定住を目的に 2年以内に居住する中古住宅
　　　などを購入した方で次の要件を満たす方。
　　　⑴居住部分の床面積が 70㎡以上で、過去
　　　　に住居として使用された住宅
　　　⑵町内会に加入し、地域の行事に積極的に
　　　　参加する方
内容：売買価格及び改修費用の 10分の 1までを
　　　助成。
　　　上限は 30万円。
　　　移住者は 20万円分の商品券を追加交付。

町有宅地の分譲

空き家・空き地の情報提供

結婚生活支援

妹背牛町役場ホームページに空き家・空
き地情報を掲載中。

対象：婚姻届を提出し、引き続き夫婦と
　　　も町の住民登録をしている方、及
　　　び住民登録をした方。ただし、以
　　　前に当支援を受けておらず、50歳
　　　未満の方。
内容：1 組 5万円の商品券を交付。

定住を希望される方に、宅地を格安に分譲し
ています。
対象：定住するために、宅地を必要とする方
　　　で、分譲決定後２年以内に、住宅建築
　　　を完成出来る方。
内容：5,000 円 / 坪で分譲

結婚新生活支援事業補助金

ＵＩＪターン新規就業支援

対象：事業期間内に婚姻した世帯で、夫婦の所
　　　得を合算した金額が340万円未満であ　
　　　り、夫婦共に婚姻日の年齢が 34歳以下
　　　の場合。
内容：結婚を機に新たに購入した物件に関する
　　　住居費、引越費用を助成（事業期間内に
　　　支払ったもの）。上限は１世帯 30万円。

対象：東京圏から妹背牛町に移住し、道が運営
　　　するマッチングサイトに掲載されている
　　　企業に就職した方。もしくは町内で起業
　　　した方。
内容：単身の場合は 60万円。世帯での移住の
　　　場合は 100 万円を助成。
　　　起業者は+200 万円。

妹背牛町ホームページ→

土地購入費支援住宅新築支援中古住宅購入支援
対象：町内に住宅を購入、もしくは賃貸
　　　住宅に入居するために町外から転
　　　入した方。
内容：助成額は商品券で交付。
　　単身世帯：５万円
　　夫婦等世帯：８万円
　　子育て世帯：１０万円

対象：町内の家賃が月 35,000 円以上である
　　　民間賃貸住宅に入居している方。
内容：単身世帯：月額 6,000 円
　　　夫婦等世帯：月額 8,000 円
　　　子育て世帯：月額 10,000 円
　　　最大 36か月間交付
申請時期：1 月 10 日～ 2月末日

民間賃貸住宅家賃支援

起業（創業）支援

引越し費用支援

【お問い合わせ先】
　企画振興課
　企画振興グループ

マッチングサイト→

助成額は商品券で交付。

　　子育て世帯：１０万円

　　　起業者は+200 万円。

対象：町内に住所を有する個人（申請時に住
　　　民登録がされている個人）、または町
　　　内の住民が組織する団体、町内に事業
　　　所を有する企業など。
内容：
新築店舗建設：建設費用の２分の１以内
　　　　　　　限度額 200 万円
空き店舗購入：購入費用および改修費用の２
　　　　　　　分の１以内
　　　　　　　限度額 150 万円
空き店舗賃借：改修費用および賃借料 ( 最大
　　　　　　　６０か月 )の２分の１以内
　　　　　　　限度額 100 万円

※他の支援事業との併用も可能

　　　子育て世帯：月額 10,000 円

起業（創業）支援

　　　18歳未満の子ども1人につき20万円増額。
　　　新規移住者の場合さらに20万円増額。

対象：



その他の支援
住宅等環境整備支援事業お買い物おもてなし事業

対象：町内に有する建物を工事費 20万円以
上かけてリフォームをした方。
内容：工事費の２５％を商品券で助成。上
　　　限 20万円。申込の合計助成額が 300
　　　万円以上の場合は抽選で決定します。
　　　（受付期間あり）

妊娠・出産の支援
妊婦健診費用支援

出産育児支援

不妊治療費助成

妊婦一般健診 14回分、超音波検査
11 回分、妊婦精密検査および産後
健診２回分の費用を助成。

特定不妊治療 ( 体外受精・顕微授
精 )、一般不妊治療 (人工授精など )
費用の一部を助成。

出生届提出から 1か月以内の申
請で下記のとおり助成。

医療費助成

人間ドック・
各種検診費用の助成

対象：人間ドック：30歳以上
　　　がん検診：20歳以上　など
内容：人間ドック、各種検診費用
　　　の一部を助成。

対象：１８歳以下の妹背牛町民
内容：医療機関にかかったときの医療
　　　費のうち保険診療の自己負担額
　　　の全額を助成します。

医療関係の支援子育て世帯への支援

水道料金助成

チャイルドシートの貸出

保育料の無償化 ブックスタート事業

母乳外来・育児相談サロン
「にこにこ」利用料助成

学校給食費助成

高校通学費等支援

新生児聴覚検査費用の助成

対象：産後２年未満の母、２歳
　　　未満の乳幼児。
内容：深川市立病院で実施する
　　　サロン利用料の全額助成。

新生児聴覚検査費用の全額助成。

認定こども園の保育料が無償。

対象：中学生までの子どもを
　　　養育している世帯
内容：月額 1500 円を助成

対象：平成 27年 10 月１日以降　
　　に出生した乳幼児の保護者。
内容：絵本を一冊配布

学校給食費の半額を助成。
「ベビーシート」「チャイルドシー
ト」「ジュニアシート」の貸出し。

高齢者などへの支援
高齢者等への生活支援

在宅介護サービス利用者
負担助成

高齢者世帯等の水道及び
農業集落排水等使用料の助成

低所得者に係る利用者負担
額の 1/2 を助成。

対象：70歳以上の高齢者等世帯（地
　　　下水の利用者は対象外）
内容：上下水道料金の助成（助成額
　　　は使用水量により変動）

除雪サービス　配食サービス
外出支援サービス　介護予防事業
福祉灯油助成　緊急通報システム
など様々な支援を行っています。

妊婦健診通院支援
通院交通費として 2000 円× 14
回分の商品券進呈。

高齢者等交通費助成
高齢者などが生活に必要な移動に
よって生じる交通費の一部を助成
します（町内の乗降、または町外
の医療機関まで利用など）。
【ＪＲ】
→片道分の交通費を助成
【三共ハイヤー、空知中央バス】
→タクシー・バスで利用すること
が　できる 1００円券を交付
※ともに上限あり

住宅等撤去費助成小売店舗等設備支援
対象：町内にある空き家などの建物を解体撤去し、
　　　工事完了後、常に衛生的に管理する方。
内容：経費の 3分の１まで助成。上限は 50万円。

工事前、役場にご相談ください。

ぺぺル温泉入館料の軽減
小学生：土曜日、日曜日入館料無料
70 歳以上の方：入館料 300 円

対象：妹背牛サービスポイントカード会加盟
　　　店でお買い物をするためにタクシーを
　　　利用した方。
内容：料金が 1,000 円以下の場合は 300 円、
　　　1,001 円以上、2,000 円以下の場合は
　　　600 円、2,000 円を超える場合は 900
　　　円の助成。 【お問い合わせ先】

　妹背牛商工会

【お問い合わせ先一覧】
　妹背牛町役場　☎ 0164 ‐ 32-2411
　　企画振興課企画振興グループ：内線 127　　　住民課保険グループ：内線 138
　　健康福祉課福祉グループ：内線 198　　　　　健康福祉課健康グル―プ：内線 193
　　健康福祉課保育グループ（認定こども園妹背牛保育所）　☎ 0164-32-2501
　　教育課社会教育グループ：内線 415　　　　　教育課学校教育グループ：内線 413
　妹背牛商工会　☎ 0164-32-2025

【お問い合わせ先】
　健康福祉課
　健康グループ

【お問い合わせ先】
　住民課
　保健グループ

【お問い合わせ先】
　企画振興課
　企画振興グループ

【お問い合わせ先】
　健康福祉課
　健康グループ

【お問い合わせ先】
　健康福祉課
　福祉グループ

【お問い合わせ先】
　企画振興課
　企画振興グループ

予防接種費用の助成
全額助成：乳幼児の予防接種
一部助成：インフルエンザ (乳幼児以外 )
　　　　　高齢者肺炎球菌
　　　　　成人の風しん

【お問い合わせ先】
　健康福祉課
　健康グループ

　第 1子：20万円
　(うち 5万円分は商品券 )
　第 2子：20万円
　(うち 5万円分は商品券 )
　第 3子：30万円
　(うち 10万円分は商品券 )

　　　万円以上の場合は抽選で決定します。
　　　（受付期間あり）

　　　1,001 円以上、2,000 円以下の場合は
　　　600 円、2,000 円を超える場合は 900

【お問い合わせ先】
　教育課
　社会教育グループ

【お問い合わせ先】
　教育課
　学校教育グループ

【お問い合わせ先】
　企画振興課
　企画振興グループ

【お問い合わせ先】
　健康福祉課
　福祉グループ

【お問い合わせ先】
　健康福祉課
　保育グループ

【お問い合わせ先】
　健康福祉課
　地域包括支援グループ

対象：町内で小売店、飲食サービス業、生
　　　活関連サービス業を営む個人事業主
　　　及び法人。販売・営業に直接使用す
　　　る10万円以上の機器及び設備が対象。
内容：経費の 3分の 1までを商品券で助成。
　　　上限は 50万円。新規企業の場合は上
　　　限 100 万円。
購入前に町または商工会にご相談ください

通学費の一部として、1人あた
り年間 24000 円分の商品券を
交付。


