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市町村
黒潮町

項 目
医療

対 象 者 ・ 内 容
事 業 名
乳幼児医療費助成制度 ○乳幼児の健康を守るため、医療費の助成を行っています
・中学校卒業まで：入院・通院とも自己負担なし
●問い合わせ先：
《健康福祉課 保健衛生係》 ℡: 0880-43-2836

子育て支 多子世帯保育料助成事業 ○児童(18歳に達する日以降最初の3月31日までの間にある者)を3人以上養育
援
している多子世帯の第3子以降3歳未満の児童の幼稚園又は届出認可外保育
施設の保育料を助成することで、子育てにかかる経済的負担の軽減を図り、子
どもを育てやすい環境づくりを推進することを目的とします。
●問い合わせ先：
《健康福祉課 福祉係》 ℡: 0880-43-2116
出産祝金支給

黒潮町宮川奨学資金

○出産祝金: 1人につき2万円
●問い合わせ先：
《健康福祉課 福祉係》 ℡: 0880-43-2116
高校、高等専門学校、大学などへ進学される方、または在学中の方で、応募資
格をすべて満たす方に無利子で奨学資金を貸与。

農業

新規就農研修支援事業 ○対象者：
・町内に住所を有する者、若しくは研修期間中に黒潮町に住民登録をして、町
内に居住し、自立農家として定住しようとする者
・農業を開始していないこと
・他市町村で同様の研修を受けていないこと
・研修期間中に他に就業しないこと
・4月1日現在15歳以上55歳未満であること
・研修終了までに認定就農者になること
○研修期間：1年以上2年以内
○対象経費：農業研修に要する経費及び研修期間中の生活費等
○研修助成金：月額上限15万円
●お問い合わせ先：
《農業振興課 農業振興係》 ℡：0880-43-1888

漁業

新規漁業就業者支援事業 新たに漁業に就業していただく方々に対する、技術習得や漁船の取得のための
支援

住宅

定住促進住宅用地分譲事 ○定住分譲地：有
業
＜王迎団地＞
○最寄駅：土佐くろしお鉄道「海の王迎駅」
○買い物、医療機関、教育関係施設もすべて車で15分以内の距離
●問い合わせ先：
《総務課 総務係》 ℡：0880-43-2111
移住者支援住宅

四万十市

農業

町内で実際に生活をしながら住宅を探したいという方や、ゆっくり住宅を探した
いという方のための住宅。（利用期間：最長1年）
●問い合わせ先：
《総務課 企画振興係》 ℡：0880-43-2177
空き家情報
○空き家情報／有り
新規就農研修支援事業 ○対象者:
・市内に住所を有し、4月1日現在において15歳以上65歳未満の者
・自立して就農する新規就農希望者で農業を開始していないこと
・研修が終了するまでに市内において、就農計画の認定を受け認定就農者にな
ること
・研修期間中、他に就業しないこと
○募集人員：若干名
○研修期間：原則6カ月以上2年以内
○研修内容：研修受入農家等が実施する新規就農研修への支援に対し、予算
の範囲内で補助金を交付する。
○研修手当：12万円以内/月
●お問い合わせ先：
《農林課農業振興係》 ℡: 0880-34-1117 FAX: 0880-34-0478
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農業

新規就農研修制度

○対象者:

（四万十農園あぐりっこ） ・市内に住所を有し、4月1日現在において15歳以上65歳未満の者

・自立して就農する新規就農希望者で農業を開始していないこと
・研修が終了するまでに市内において、就農計画の認定を受け認定就農者にな
ること
・研修期間中、他に就業しないこと
○募集人員：若干名
○研修期間：原則6カ月以上2年以内
○研修内容：・高知方式養液栽培の研修ハウスを経営し、ナス等の栽培技術と
経営感覚を身につける
○研修手当：1年～2年目 12万円以内/月
※但し3年目からは実践方式となり研修手当は支給されない。
●お問い合わせ先：
《農林課農業振興係》 ℡: 0880-34-1117 FAX: 0880-34-0478
《四万十農園あぐりっこ》℡：0880-33-1477
四万十市産材利用促進事 市産材を使用し、一定要件を満たす木造住宅を建設する者に助成
業
子育て支
援
医療

四万十市
西土佐

農業

農業

宿毛市

漁業

子育て支援センター
「ぽっぽ」

保育所入所前の子育てをしている親子の育児相談や親子ふれあい活動、イベ
ント等を実施しています

乳幼児医療費助成制度 ○乳幼児の健康を守るため、医療費の助成を行っています。
・入院：就学前まで
・通院：就学前まで
新規就農研修事業

○対象者:
・市内で就農することが確実な、概ね 40歳までの者
○研修生の募集:
・西土佐地区新規就農者受入組合(西土佐地区認定農業者連絡協議会で組織)
で受け入れる。募集期間は通年。
○研修期間:１か月～１年間
○研修手当:月額10万円を限度とする
○宿泊施設:
・市でできるだけの紹介はするが、原則として本人の責任において用意する
○研修後の就農:
受入組合の推薦書を添えて市長に申請する。
これにより就農に対する支援を行う。
●お問い合わせ先:
《四万十市西土佐総合支所 産業建設課》 ℡:0880-52-1111 Fax:0880-522124 E-mail:n-sangyo@city.shimanto.lg.jp

四万十市西土佐農業公社 ○応募資格：
の研修事業
・18歳以上 35歳以下で心身共に健康な者
・市内に住所を有するか、住所を市内に移し将来とも市内に在住する者
・農業公社の目的に添い農業振興に積極的に取り組む意欲のある者
・研修終了後市内で就農する意欲のある者
○研修期間: 2年間
○研修内容: 1年目は農業公社実験農場を主に幅広い農業研修をし、2年目は
研修終了後に取り組む栽培品目に向けての市内外での集中研修を行う
○手当等：月額12万円
・休日は土・日曜、祝祭日 (交代で日直当番有り)
・冠婚葬祭等には特別休暇有り
●お問い合わせ先: 《(財)四万十市西土佐農業公社》
℡:0880-52-2666 Fax:0880-52-2667
宿毛市漁業就業支援事業 新規沿岸漁船漁業就業希望者に対して、自営の沿岸漁船漁業者として自立す
るために必要な魚業技術習得研修するための支援を行います。
○対象者
・原則として年齢50歳未満である者
・原則として研修開始後2年以内に自営の沿岸漁船漁業者として自立することを
めざす者。
・受講決定後、研修地域において原則として3か月以内に漁業に従事できるこ
と。
○研修内容
・陸上研修：水揚げ作業、漁具の製作等、その他漁業経営に必要な知識。
・海上研修：漁法、漁労作業、鮮度保持、機器の操作等
○技術研修生の生活費支援金
・月額15万円を上限とする。
●お問い合わせ先：
《宿毛市役所》 ℡:0880-63-1118 Fax:0880-63-0174
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医療

土佐清水
市

乳幼児医療費助成制度 ○乳幼児及び児童・生徒の健康を守るため、医療費の助成を行っています
・入院：満15歳に達した最初の3月31日まで
・通院：満15歳に達した最初の3月31日まで

住宅

西町地域振興住宅

住宅

土地分譲

＜宿毛駅東地区＞
○宿毛都市計画事業宿毛駅東地区土地区画整理事業の「保留地」13区画を分
譲しています。
＜宿毛東団地＞
○宿毛市土地開発公社では、宿毛東団地分譲宅地の購入希望者を要領により
募集します。この分譲宅地は住宅建設の際、住宅金融支援機構の融資が受け
られます。
○詳細：
1)区画数 20区画
2)予定面積:1区画219㎡～397㎡)譲渡予定額 1区画604万円～1,514万円
●お問い合わせ先：《建設課都市計画係》 ℡0880-63-1120

空き家情報
住宅改修支援

○空き家情報／有り
移住及び定住を希望する者が、移住するために行った個人所有の住宅改修に
ついて、その費用の一部を補助する
●お問い合わせ先:
《企画課 政策企画係》 ℡:0880-63-1118

漁業

漁業

○間取り：3DK（6帖×2・4.5帖）
構造：RC造5階建（エレベーター無）
契約：2年更新
家賃：30,000円
共益費：2,000円
駐車場：1,000円（1世帯1台のみ）
敷金：家賃×3ヶ月分
○入居資格：
1．市税の滞納がないこと
2．連帯保証人を2人立てられること
●お問い合わせ先：
《宿毛市企画課》℡:0880-63-1118 FAX:0880-63-0174

土佐清水市漁業就業
支援事業

○対象者：次の各要件のすべてに該当する者とします。
1）審査会において適当と認めた者。
2）原則として事業申込み時に65歳未満である者。
3）原則として研修開始後2年間以内に自営の沿岸漁船漁業者として自立を目指
す者。
○漁業就業支援金:
・住居関連費が必要な場合:月額15万円を上限とする。
・住居関連費が不要な場合:月額10万円を上限とする。
○研修内容：
陸上研修は主に、水揚げ作業、漁具の製作等、その他漁業筆記等の経営に必
要な知識の習得。海上研修は主に、漁法、漁労作業、鮮度保持、機器操作等の
習得。
●お問い合わせ先
《産業振興課 水産商工係》 ℡:0880-82-1115 Fax:0880-82-1126
土佐清水市漁業就業者 ○対象者：
定住促進対策事業
・就業者と同居する扶養家族であること。
・土佐清水市内に定住し、自営の沿岸漁船漁業に従事することより生計を営むこ
とを希望する者で下記要件をすべて満たす者。
①申請の日の属する年度の4月1日現在の年齢が50歳未満の者
②永住を前提として市内に居住し、かつ市内において沿岸漁業に従事し、引き
続き5年以上就業しようとする者
③土佐清水市漁業就業支援事業に該当する者
④申請の日の前年度までに市税の滞納がない者
○支援金交付期間：2年間（特段の事情がある場合に限り、1年の延長が可）
○支援金：
・配偶者 月額3万円
・子1人につき 月額1万円
●お問い合わせ先
《産業振興課 水産商工係》 ℡:0880-82-1115 Fax:0880-82-1126
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農業

土佐清水市新規就労者 ○対象者:
支援事業
・市内に住所を有し、4月1日時点で15歳以上65歳未満である者。
・自立して就農する新規就農者で、就農前の実践研修を受ける者である
こと。
・研修期間中、他に就業しないこと。
○対象期間：６カ月以上２年以内
○補助金額：月額15万円以内
●お問い合わせ先
《産業振興課 農業係》 ℡:0880-82-1114
Fax:0880-82-1126

医療

乳幼児医療費助成制度 ○乳幼児及び児童・生徒の健康を守るため、医療費の助成を行っています。
・入院：満15歳に達した最初の3月31日まで
・通院：満15歳に達した最初の3月31日まで

子育て支
援
福祉
住宅

奨学資金貸与制度

高校・短大・４年生大学へ進学している生徒に、無利子で奨学金を貸与

介護支援
定住促進住宅用地
分譲事業
空き家情報

高齢者に対する支援事業として、介護サービスの利用支援を実施
○宅地補助：有り ※移住者が移住後１年以内に家屋に修繕する場合
○定住分譲地：有り
○空き家情報／有り

お試し移住施設
『じんべえ館』

大月町

農業

医療

子育て支
援

青年就農給付金（経営開 新規に農業を始める人に対して、５年後の自立に向けて補助を行う（農地や機
始型）
械を揃える必要があり）
●問い合わせ先：
《産業振興課》 ℡：0880-73-1115
児童医療費助成金
○児童の健康を守るため、医療費の助成を行っています。
・中学生（15歳）以下は無料
※ひとり親家庭の場合、18歳以下の子どもは医療費無料
出産祝金支給

保育助成金

給食費助成金
通学バス助成金

三原村

その他
住宅
農業

子育て支
援

○対象者：移住を検討されている方（１ヶ月以内）
○利用料金： 使用日数 1～6日以内/１日1,000円（光熱水費含む）
7日以上/基本料2,700円 使用料1日350円 光熱水費1日200円
●お問い合わせ先
《企画財政課》 ℡:0880-82-1217

○出産祝金：大月町に住所を有し、かつ、居住し、引き続き町内に居住する意
志のある保護者に対して出産祝い金を支給します。
・第2子から 3万円
●問い合わせ先：
《町民福祉課》 ℡：0880-73-1113
・同一保育所に3人以上通園している場合、3人目以降無料
・18歳以下の子供が3人以上いる場合、3人目以降は3歳未満に限り保育料無料
大月小・中学校に３人以上在学している場合、３人目以降給食費半額
大月小・中学校へ通うための通学バス無料
高校へ通うためのバス無料（町内区間のみ）

バス利用助成金
７０歳以上ならば、無料でバス利用可（町内区間のみ）
空き家情報
○空き家情報／有り
新規就農研修支援事業 ○対象者：
・年齢が概ね20歳以上40歳未満の心身健全な者
・研修終了後、引き続き三原村に定住し、就農することを誓約できる者
○研修期間：2年以内
○研修場所：農業公社ハウス及び村内農家
○研修内容：農作業受委託支援事業（水稲播種、耕起）、新規作物等栽培実証
事業（ブロッコリー、ユズ、オクラ等）。
○給与：月額15万円（その他研修に必要な経費を支給）
○福利厚生：健康、労災、雇用、厚生年金等の社会保険
●お問い合わせ先：
《産業建設課農業振興係》 ℡：0880-46-2111
出産祝金支給

○ゆりかご祝金：
村内に居住する夫婦で第3子以上出産後、引き続き5年以上村内に居住するこ
とを確約
・第3子以上 3万円
●お問い合わせ先：
《総務課》 ℡：0880-46-2111
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援

住宅

医療

子宝助成金

○子宝助成金：
村内に居住する夫婦で第3子以上出産後、引き続き5年以上村内に居住するこ
とを確約
・第3子以上 1万円 /月
（満3才に達した翌月から小学校に入学する年の3月まで）
●お問い合わせ先：
《総務課》℡：0880-46-2111

多子世帯保育料軽減

18歳以下の子どもが３人以上いる場合、３人目以降３才未満に限り保育料軽減
●お問い合わせ先：
《住民課》 ℡：0880-46-2404

定住促進用分譲宅地購入 ＜星ヶ丘団地＞
助成（若者）
・申込期間： 継続募集中
・分譲地：高知県幡多郡三原村
・分譲区画数：83区画
・1区画面積：1区画 269.81m2(81.61坪)～487.82m2(147.56坪)
・売買面積：1区画 3,473,000円～6,480,000円
・特別取扱（定住促進）：
売買代金完済時点で、世帯主の年齢が満35歳未満の方は代金の10%、満35歳
以上41歳未満の方は代金の5%を控除します。
三原村内に住所を置く建築業者に住宅を一括請負させた方は、売買代金の3%
を還元します。
●お問い合わせ先：
《三原村土地開発公社》 Tel：0880-46-2111
乳幼児医療費助成制度 ○乳幼児の健康を守るため、医療費の助成を行っています。
・入院：満15歳に達した最初の3月31日まで
・通院：満15歳に達した最初の3月31日まで
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