
【北広島町】生活支援施策一覧

区分 項目 事業名 内　　　容 参考サイト 問合せ先

住まい 空き家バンク
北広島町空き家情
報バンク

◆町内の空き家を購入や賃貸可能な物件として登録
し、利用希望者に紹介をします。

http://www.town.
kitahiroshima.lg.jp
/kikakuka/akiya.h
tml

北広島町
企画課 地域振興係

TEL：　050 - 5812 - 1856

住まい 新築・購入助成
北広島町新規定住
化促進対策事業

◆町内で、居住用の住宅を新築、購入する場合の費用
の補助を、地域通貨を交付して行います。

http://www.town.
kitahiroshima.lg.jp
/kikakuka/assist
-teijuu.html

北広島町
企画課 地域振興係

TEL：　050 - 5812 - 1856

住まい 改修費等助成
北広島町新規定住
化促進対策事業

◆町内で、居住用の住宅を増改築する場合の費用の
補助を、地域通貨を交付して行います。

http://www.town.
kitahiroshima.lg.jp
/kikakuka/assist
-teijuu.html

北広島町
企画課 地域振興係

TEL：　050 - 5812 - 1856

住まい
定住促進
住宅・団地

北広島町新庄井関
若者定住促進団地

◆子育て世帯向けに安価で町内の団地を造成、販売
しています。

http://www.town.
kitahiroshima.lg.jp
/kikakuka/isekibo
syuukaisi.html

北広島町
企画課 地域振興係

TEL：　050 - 5812 - 1856

住まい お試し住宅
田園空間ライフス
タートアップ事業

◆町内の空き家を改修し、北広島町への移住を検討
するにあたって実際に町内に一定期間滞在できる住宅
を整備しています。

作成中

北広島町
企画課 地域振興係

TEL：　050 - 5812 - 1856

住まい その他
Uターン者住宅整備
促進補助金

◆５０歳以下の方がUターン後３年以内に、居住のため
の住宅の新築・購入・実家の増改築をするために町有
住宅に入居した場合、家賃３年分を補助金として交付
します。

http://www.town.
kitahiroshima.lg.jp
/kikakuka/teijuu_
soudan.html

北広島町
企画課 地域振興係

TEL：　050 - 5812 - 1856

農林水産
業就業

農林水産業就
業

北広島町新規就農
総合対策事業

◆町内で新規就農を志す方に農業経営を始めるため
の実践研修を行う制度を中心とした、新規就農総合対
策事業を実施しています。

http://www.town.
kitahiroshima.lg.jp
/sangyoka/syuno
top.html

北広島町
農林課 新規就農支援会議
TEL：　050 - 5812 - 1857

就職 就職
北広島町求人情報
センター

◆町内企業の求人を紹介し、就職の相談を受け付け
ます。

http://www.town.
kitahiroshima.lg.jp
/kikakuka/kyuujin
.html

北広島町
企画課 地域振興係

TEL：　050 - 5812 - 1856

起業 起業 創業支援事業
◆町と創業支援事業者（商工会、金融機関及びその他
支援機関）が連携して、新たに創業する方を支援しま
す。

http://www.town.
kitahiroshima.lg.jp
/syokankou/com
merce.html

北広島町
商工観光課 商工振興係
TEL：　050 - 5812 - 8080

子育て 医療費助成
乳幼児・児童医療
費の助成

◆乳幼児及び児童（小学生・中学生）の方が受けた医
療費の自己負担分を助成します。

http://www.town.
kitahiroshima.lg.jp
/chominka/fukus
hiiryo.html

北広島町
町民課 国保年金係

TEL：　050 - 5812 - 1854

子育て 保育料減免
第二子以降の保育
料の減免

◆町内の保育所では要件付きで第二子保育料が半
額、第三子保育料が無料となります。

http://www.town.
kitahiroshima.lg.jp
/fukushika/konnn
atoki_hoiku_h27.ht
ml

北広島町
福祉課 子育て支援室

TEL：　050 - 5812 - 1851
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子育て その他
乳幼児子育て家庭
ごみ袋無料配布事
業

◆乳幼児検診時に１世帯当たり３０枚のごみ袋を配布
します。

サイトなし

北広島町
企画課 地域振興係

TEL：　050 - 5812 - 1856

定住相談
北広島暮らしアドバ
イザー

◆定住希望者への住居・就職等の情報提供及び助言
などを行います。

http://www.town.
kitahiroshima.lg.jp
/kikakuka/advise
r.html

北広島町
企画課 地域振興係

TEL：　050 - 5812 - 1856

その他 Uターン奨励金
◆１６歳以上、３９歳以下の方が、北広島町にUターン
した場合に奨励金が交付されます。

http://www.town.
kitahiroshima.lg.jp
/kikakuka/teijuu_
soudan.html

北広島町
企画課 地域振興係

TEL：　050 - 5812 - 1856
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