2019年度

秋田県移住・定住サポートメニュー【2019年４月１日現在】

自治体名

カテゴリ１

能代市

移住体験

能代市

移住体験

能代市

移住体験

能代市

住宅購入

住宅賃貸

能代市空き家バンク事業

能代市に移住定住したいと希望している方へ、市ホームページ等で
空き家情報を提供します。

総合政策課

0185-89-2163

能代市

引っ越し

住宅賃貸

能代市若年世帯移住定
住奨励金

能代市に移住・就職する４５歳未満の方に、引越に係る家財の運搬
費用、賃貸住宅の初期費用及び、暖房器具の購入費用を助成しま
す。

総合政策課

0185-89-2163

【対象】・３０万円以上の増改築・リフォーム工事・能代市に住所があ
る方で現に居住している住宅（賃貸住宅は不可）が対象※空き家を
能代市住宅リフォーム支 取得してリフォーム等工事を行う場合も補助対象となります。【補助
都市整備課
援事業
額】・工事費の１０％、上限２０万円※多世代同居、多子世帯、空き家
のリフォーム等工事の場合、工事費の１０％、上限２０万円を各々加
算

0185-89-2940

能代市内に自ら居住する住宅の新築、増改築等に使用する秋田ス
「秋田スギの温もり」木の
ギ内装材・外壁・外塀費用の一部を補助します。【補助金額】内装
まちづくり推進事業
材、外壁・外塀合計で３０万円が上限額。併用可。

0185-89-2250

カテゴリ２

カテゴリ３

移住者限定
支援

事業名

概要

担当部署

電話番号

移住相談窓口

能代市への移住に係る各種ご相談に、移住コーディネーターが対応
します。電話、ＦＡＸ、メール、ＨＰのエントリーフォーム等からもご相談 総合政策課
いただけます。

0185-89-2163

能代市移住交流サロン

能代市に移住された方、今後移住したい方、市民の方が、おしゃべり
や情報交換、仲間作り、悩み事の相談ができるサロン及び交流会を 総合政策課
開催しています。

0185-89-2163

能代市への移住定住を検討する県外在住者に、市内体験や移住準
能代市移住体験ツアー事
備の機会を提供し、交通費、宿泊費、現地滞在費の一部を助成しま 総合政策課
業
す。（上限5万円／世帯）

0185-89-2163

能代市

住宅改修

能代市

住宅新築

能代市

起業・就業

就業資格取得支援事業

就業機会の拡大と雇用の促進を図るため、就職に役立つ資格を取得
する際の経費の一部を助成します。
商工港湾課
(対象者)公共職業安定所に求職登録をしている方、高校生、または 商工労働係
市内に住所を有する事業所に勤務している方。

0185-89-2186

能代市

起業・就業

起業等相談窓口

市内で起業しようとする方などを対象に、専門の相談員が面談による 商工港湾課
無料相談を行います。
商工労働係

0185-89-2186

能代市

起業・就業

起業支援事業

市内で新たに事業を始める方（事業開始時に能代市へ転入する予定
商工港湾課
の市外の方も可）に、起業に係る経費を助成します。
商工労働係
※プレゼンテーション審査により事業採択を決定します。

0185-89-2186

能代市

起業・就業

空き店舗流動化支援事業

能代市中心市街地活性化計画の重点区域内において、空き店舗を
取得・貸借し開業しようとする方に、改修費等を助成します。

商工港湾課
商工労働係

0185-89-2186

能代市

農業

新規就農者を雇用する農業法人、農業研修生を受け入れる農業法
地元で働こう新規就農支
人等への助成金の交付や、市外から移住した新規就農者への家賃
援事業
補助等により、新規就農者の定着を図ります。

農業振興課

0185-89-2182

能代市

農業

地域で学べ！農業技術
研修費補助金

将来、能代市内で就農をしようとする者、または既就農者で新たに畑
作等の技術を身に付けようとする者に対し研修などによる支援を行 農業振興課
います。（１人当たり100千円/月×12月の研修奨励金あり。）

0185-89-2183

能代市

農業

農業次世代人材投資事
業

次世代を担う農業者となることを志向する者に対し、就農直後の経営
確立を支援する資金（経営開始型（５年以内））を交付し、就農意欲の 農業振興課
喚起と就農後の定着を図ります。

0185-89-2183

能代市

結婚

あきた結婚支援センター
入会登録料支援事業

あきた結婚支援センター入会登録料１万円を全額市が負担します。

子育て支援課

0185-89-2946

能代市

結婚

能代市出会い創出支援
事業

独身男女の出会いの場を創出する事業を行う団体または個人に補
助金を交付し、その活動を支援します。

総合政策課

0185-89-2163

能代市

子育て

子育て支援課

0185-89-2948

住宅購入

出産

住宅改修

不妊治療費助成事業（一
一般不妊治療費への助成を行います。
般）

林業木材振興課

能代市

子育て

出産

不妊治療費助成事業（特
県特定不妊治療費助成事業への上乗せ助成を行います。
定）

能代市

子育て

出産

能代市

子育て

健康・医療

能代市

能代市

子育て支援課

0185-89-2948

母子保健事業

妊娠初期から出産前にかけての定期的な妊婦健康診査等の費用の
子育て支援課
助成を行います。

0185-89-2948

不育症治療費助成事業

審査等のほか、産後１カ月健康診査及び母乳育児相談の費用の助
成を行います。

子育て支援課

0185-89-2948

子育て

めんｃｈｏｃｏ誕生事業

生まれてきた赤ちゃんに、世界に１冊だけのオリジナル絵本、または
メッセージを添えた木製品をプレゼントします。【対象者】能代市に住
子育て支援課
民登録する場合、祖父母などの住所が能代市にあり、母が能代市ま
たは北秋田市で里帰り出産する場合

0185-89-2946

子育て

初めての母子手帳を申請をしたときやお子さんと一緒に転入したとき
能代すくすくまごころパス などに、市が子育て世帯へ優待カード（めんchocoカード）を発行しま
子育て支援課
事業「めんｃｈｏｃｏ」
す。カードの発行を受けた世帯は、カードを協賛店に掲示すると、各
協賛店からさまざまな優待サービスを受けることができます。

0185-89-2946

能代市

結婚

能代市に居住される方々の「結婚」とお子様の「誕生」や「入学」を祝
福するとともに、 結婚し、子どもを生み育てやすい環境づくりを進め
結婚・子育て祝い金事業 るため「祝い金」をお贈りします。
子育て支援課
結婚祝い金 ５万円／誕生祝い金 ５万円／入学祝い金 小学生 ２
万円、中学生 ３万円

0185-89-2946

能代市

子育て

能代市

出産

子育て

放課後子ども教室

放課後や週末等に小学校の余裕教室等を活用しながら、地域と連携
して、心豊かで健やかに育まれる環境づくりを推進し、子どもたちの
生涯学習・スポーツ振興課 0185-73-5285
安全・安心な居場所づくりの推進を図っています。（放課後の図書室
等開放、週末等の体験活動、夏休みのプール開放等）

教育

のしろＤＥマナブゥ事業

自分が住む地域への理解を深め、”ふるさと能代”に愛着をもった子
どもたちを育成するため、能代の地域全体を学びの場とした体験活 生涯学習・スポーツ振興課 0185-73-5285
動を中心に事業を推進しています。

能代市

教育

子どもがあらゆる機会、あらゆる場所において自主的に読書活動を
子ども読書活動推進事業 行えるよう環境を整備しています。（家読（うちどく）ノートの活用、ブッ 生涯学習・スポーツ振興課 0185-73-5285
クスタンド製作（４年生）等）

能代市

奨学金

学生等（大学・短大・専門学校・大学院）に対し、入学一時金100万円
能代市ふるさと人材育
以内を無利子で貸与します。なお、償還期間中に能代市または山本 学校教育課
成・定住促進奨学金制度
郡内に居住している場合は、返還額の全額が免除されます。

0185-73-5281

能代市

奨学金

能代市奨学金返還助成
事業

次代を担う若者の人材確保や定住促進のため、高校や大学などを卒
業して、能代市内に居住し、就労しながら奨学金を返還している方を 学校教育課
助成します。（年額１０万８千円、最大１０年間）

0185-73-5281

能代市

健康・医療

健康教室

一人ひとりのライフステージにおいて、健康増進の総合的推進や疾
病予防を目的として、個人・集団を対象に知識を有する医師・歯科医 健康づくり課
師・保健師・栄養士等が地域集会において保健指導を行う。

0185-58-2838

能代市

健康・医療

がん患者補正具補助金
交付事業

がん治療に伴う頭髪補正具及び乳房補正具の購入者に対し、費用
の一部を助成することにより、がん患者の経済的負担を軽減する。

健康づくり課

0185-58-2838

能代市

健康・医療

がん検診無料クーポン券 子宮頸がん、乳がん、大腸がん、胃がん検診の無料クーポン券を配布して

健康づくり課

0185-58-2838

健康・医療

能代市健康チャレンジ事 ①習慣改善、②健診受診、③健康イベント等への参加の３つのチャレンジ項
目に取り組み、健康に過ごすことで貯めたポイントを、地元商店街のお買物 健康づくり課
業
ポイントに交換できるお得な事業です。

0185-58-2838

能代市

健康・医療

脳ドック助成事業

脳の病気を未然に発見し、早期治療へつなげるため、脳ドック検診の費用を
一部助成します。
【対象】40歳以上の市民
健康づくり課
【助成額】検診費用の１／２（上限２万円）
【条件】１年以上能代市に住所があること、加入している健康保険等おいて
助成制度がないこと、市税等に滞納がないこと など

0185-58-2838

能代市

障がい者支
援

障害者外出支援事業

重度障がい者に対し、タクシー利用券や自動車燃料助成券を交付し
ます。【重度障がい者】タクシーの初乗り運賃が無料になる利用券を
月２枚交付。【人工透析治療通院者】タクシー利用券か５００円分の 福祉課
自動車燃料費助成券のいずれかを月２枚交付（市民税非課税世帯
の方は月４枚交付）

0185-89-2152

能代市

障がい者支
援

重度障がい者世帯除雪
援助事業

重度障がい者のみの世帯に対し除雪援助事業利用券を交付します。
（１年度につき８枚。世帯の市民税の課税状況等により１枚あたり無
福祉課
料～３００円の自己負担あり）
【対象者】身体障害者手帳１、２級、療育手帳Ａ、精神障害者保健福
祉手帳１級所持者のみの世帯

0185-89-2152

がんの早期発見・早期治療に役立てていただけるよう、特定年齢の方々に、
います。

能代市

自力で雪下ろしをすることが困難な重度障がい者のみの世帯に対
し、雪下ろし作業に要する費用の一部を助成します。
重度障がい者雪下ろし費
【対象】身体障害者手帳１、２級、療育手帳Ａ、精神障害者保健福祉
用助成事業
手帳１級所持者のみの世帯（市民税非課税世帯に限る）
【助成額】雪下ろし作業に要した費用の２分の１（上限２万円／年）

能代市

障がい者支
援

能代市

まちづくり活
動

コミュニティ
団体支援

市民まちづくり活動支援
事業

市民が主体となって、地域の課題の解決にビジネスの手法を活用し
たり、地域資源を活用してまちづくりに取り組む市民団体を支援しま 市民活力推進課
す。

0185-89-2212

能代市

まちづくり活
動

コミュニティ
団体支援

地域づくり支援事業

愛着や誇りの持てる生き生きとした暮らしやすい地域社会を創るた
め、地域住民が主体となって活動するまちづくり協議会等を支援しま 市民活力推進課
す。

0185-89-2212

福祉課

0185-89-2152

