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南大隅町の補助金を分かりやすく発信する機関紙

住みやすくする

住み続ける・移住する

介護する

就農する

子育てする

起業する

駆 除する

長生きする
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お試し住宅 etc.

障がい者（児）支援





  ご あ い さ つ

南大隅町長　　森　田　俊　彦

　南大隅町は、「住んでみたい町・行ってみたい町」、「子

や孫と一緒に暮らせるまちづくり」を目指し、様々な事業に

挑戦されている皆様を支援するため、多種多様な補助金事業

を行ってきました。

　定住・移住、子育て、就農分野など、町独自の補助金事業

が盛りだくさんです。

　この支援を多くの町民の皆様に知ってもらうため、南大隅

町の補助金事業を取りまとめた機関紙を作成いたしました。

　この機関紙は、町民の皆様に分かりやすく、取りかかりや

すいものとなっています。また、この機関紙によって、補助

金事業について知識を深め、ご活用いただければ幸いです。

　日頃より、南大隅町の活性化と発展にあたり、ご理解、ご

協力を賜りましたすべての関係者の皆様に深く感謝申し上

げ、あいさつといたします。

　

　



目　次

住み続ける・移住する・・・・・　１～　２

子育てする・・・・・・・・・・　３～　８

就農する・・・・・・・・・・・　９～１３

起業する・・・・・・・・・・・　　　１４

長生きする・・・・・・・・・・１５～１７

家畜改良する・・・・・・・・・　　　１８

駆除する・・・・・・・・・・・１９～２０

障がい者（児）支援・・・・・・２１～２４

住みやすくする・・・・・・・・２５～２７

介護する・・・・・・・・・・・２８～３１

環境をよくする・・・・・・・・　　　３２

商いをする・・・・・・・・・・　　　３３

結婚する・・・・・・・・・・・　　　３４

お試し住宅・・・・・・・・・・３５～３８

補助金事業活用事例・・・・・・　　　３９

担当電話番号

☎ 総務課・・・・０９９４－２４－３１１１

☎ 企画課・・・・０９９４－２４－３１１３

☎ 商工観光課・・０９９４－２４－３１１５　

☎ 建設課・・・・０９９４－２４－３１２９

☎ 教育委員会・・０９９４－２４－３１４３

　　　　　　　０９９４－２４－３１６４

☎ 経済課・・・・０９９４－２４－３１２８

☎ 介護福祉課・・０９９４－２４－３１２６

☎ 町民保健課・・０９９４－２４－３１２５

☎ 佐多支所・・・０９９４－２６－０５１１



　　　対　 象：町民が安心・安全に住み続けるための住宅改修

　　　補助金 ：※町内の施工業者に限ります

　　　　　　　 ※２０万円以上の工事が対象

　　　　　　　 ※一般世帯：工事費の１５％で上限２５万円

　　　　　　　 ※子育て世帯：工事費の２０％で上限３０万円

（担当：建設課　土木係）

　　　対　象：風水害、地震等により宅地に被害が発生、発生する恐れがある

　　　　　　　場合、復旧に伴う原材料、機械借上料等に要する経費

　　　　　　　※３０万円以上の事業費が対象

　　　補助金：事業費の５０％で上限６０万円

（担当：建設課　土木係）

着工前 完成

1

住み続ける住宅助成事業（Ｒ2年度まで） 町独自の取組です

小規模災害補助事業 町独自の取組です

住み続ける・移住する



　　　 対　象：南大隅町空き家・空き地バンクに登録し、処分する家財道具等の持出し

　　　　　　　 をする作業に対し、町内の許可業者にその作業を委託しようとする者。

                       今年度より利用できる町内の許可業者が４社増え、全部で5社利用でき

　　 　  　　　 るようになりました。

　　 　補助金：上限５万円

（担当：町民保健課　環境衛生係）

　　　対   象：①満７０歳未満で住宅の新築並びに新築及び中古住宅の購入

　　        　　 ②改修及び増築

　　　補助金：①新築については、町内業者の契約額の１０％以内とし、

                         １００万円の限度

　　　　　　　②上記①について町外業者の場合、契約額の１０％以内とし、

                          ３０万円の限度

　　　　　　　③増築及び改修については、町内業者の契約額から浄化槽設置の

　　　　　　　　費 用を差し引いた額の２分の１以内の２５万円を限度

　　　　　　　④別途地域、家族、年齢の加算あり

（担当：企画課　地方創生係）

2

空き家等環境整備事業 町独自の取組です

定住促進住宅資金補助金 町独自の取組です



　　　対 　象：第　１　子　：　　５万円

　　 　　　　　第　２　子　：　１０万円

　　 　　　　　第　３　子　：　５０万円（誕生から４歳到達まで各１０万円）

　　 　　　　　第４子以降　：１００万円（誕生から４歳到達まで各２０万円）

（担当：介護福祉課　福祉係）

　　　対　 象：①３歳未満　　　　　　　　　　　　月額１５千円

　 　　　　　　②３歳～小学校終了前（第１、２子)  月額１０千円

　　　 　　　　③３歳～小学校終了前（第３子以降)  月額１５千円

　　　 　　　　④中学生　                                     月額１０千円

　　 　　　　　⑤特例給付（所得制限額超過）   　 　月額  ５千円

（担当：介護福祉課　福祉係）

　　　対　 象：１８歳に到達した最初の３月３１

                        日までの子

　　　補助金 ：自己負担分を１００％補助します

（担当：介護福祉課　福祉係）

ー３ー

子育て支援特別手当交付事業 町独自の取組です

児童手当交付事業 一部補助事業です

子ども医療費助成事業 一部補助事業です

子育てする

https://search.yahoo.co.jp/image/search?rkf=2&ei=UTF-8&gdr=1&p=%E5%AD%90%E4%BE%9B%E5%8C%BB%E7%99%82%E7%84%A1%E6%96%99%E3%82%A4%E3%83%A9%E3%82%B9%E3%83%88


　　　対　 象：１８歳に到達した最初の３月３１日までの子と親

　　　　　　　　①父母が婚姻を解消した児童　　　　

　　　　　　　　②父又は母が死亡した児童

　　　　　　　　③父又は母が一定の障害の状態にある児童

　　　　　　　　④父又は母の生死が明らかでない児童

　　　　　　　　⑤父又は母が１年以上遺棄している児童

　　　　　　　　⑥父又は母がDV防止法の規定による保護命令を受けた児童

　　　　　　　　⑦父又は母が法令により引き続いて１年以上拘禁されている児童

　　　　　　　　⑧母が婚姻によらないで懐胎した児童

　　　補助金：保険給付に係る自己負担分を１００％補助します

（担当：介護福祉課　福祉係）

　　　　　対　象：ひとり親家庭

　　　　　内　容：父母が離婚、父又は母の死亡等でひとり親の世帯。ただし、児童が里親に委託

　　　　　　　されたり児童福祉施設等へ入所している場合や、婚姻していないが事実上婚

　　　　　　　姻関係と同様にある場合は対象外となります。

　　　　支給額：児童一人の手当月額４３，１６０円

　　　　　　　　　　　　（一部支給は１０，１８０円～４３，１５０円）

　　　　　　　　児童二人目の加算額１０，１９０円

　　　　　　　　　　　　（一部支給は５，１００円～１０，１８０円）

　　　　　　　　児童三人目の加算額　６，１００円

　　　　　　　　　　　　（一部支給は３，０６０円～６，１００円）

（担当：介護福祉課　福祉係）

ー４ー

ひとり親家庭医療費助成事業 一部補助事業です

児童扶養手当事業 補助事業です



　　　　　対　象：精神又は身体に障害を有する児童を養育している方

　　　　　内　容：精神又は身体に中程度以上の障害を有する２０歳未満の児童を家庭で養育し

　　　　　　　ている父母等に支給されます。

　　　　支給額：１級　月額５２，５００円　　２級　月額３４，９７０円

　　　　　　　　ここでいう１，２級は障害手帳の等級ではありません。

（担当：介護福祉課　福祉係）

　　　 対　 象：小学生児童を対象とした放課後児童クラブ

　　　　　　　　　　　　         おおむね.3歳未満の児童及びその保護者が利用する子育て支援センター

　　　　　　　　         保育所による一時預かり事業、延長保育事業、病後児保育事業

（担当：介護福祉課　福祉係）

　　　対　 象：本町に住所を要する保育所入所児童の扶養義務者（保護者）

【保育所利用料】

                          　 ① 第1子・第2子・・半額

　　    　② 第3子目以降・・無料

   　③ 副食費・・基準額助成(施設)

（担当：介護福祉課　福祉係）

ー５－

子ども子育て支援事業 一部補助事業です

保育料軽減事業 町独自の取組です

特別児童扶養手当事業 補助事業です



町内産の農林畜産物の活用推進と、子育て世代の負担軽減を図る

　　　　ため、食材の購入費を一部負担します。

　　　対　　　象：南大隅町立の幼稚園・小学校・中学校に通う児童生徒の給食費

　　　自己負担額：給食費一律月額１，０００円（幼稚園児は無料）

　　　 （担当：教育振興課　学校給食係）

　　　

　　　

　　　

　　　

　　　

　　　

　　　

　　　

　　　贈呈します

        対　象：町内の児童生徒とその保護者

        支　援：①新生児とその保護者に贈る「初めまして赤ちゃんブックスタート」

　　　　　　　　２冊ずつ

　　　　　　 ②小学校入学前の児童に贈る「もうすぐ一年生セカンドブック」２冊

　　　　　　　　ずつ

                    ③新中学１年生の生徒に贈る「いよいよ中学生！サードブック」１冊

　　　　　　　　ずつ

（担当：教育振興課　社会教育係）

ー６－

        　生まれてから中学校までの子育て支援の一環として、親子で選んだ本を

給食費助成事業 町独自の取組です

親子と本をつなぐ事業 町独自の取組です



　　　地元の県立南大隅高等学校に通学する生徒に対し、通学費の一部を補助します。

　　　対　　　　象：県立南大隅高等学校に通学する生徒。

　　　 （担当　教育振興課　教育総務係）

　　地元の県立南大隅高等学校に通学する生徒に対し、就学意欲向上のため奨励金

　を交付します。

　対　象：県立南大隅高等学校に通学する生徒。

　　　 （担当　教育振興課　教育総務係）

－７－

　　　補助額金の額：通学距離に応じ、月額1,000～5,000円補助

　奨励金の：①就学支援奨励金　②資格取得支援奨励金　③資格取得実績奨励支援金
　種類　　　④地域活動支援金　⑤部活動遠征支援金　　⑥部活動成果奨励金
　　　　　　⑦商業科活性化支援金　⑧広報活動等経費助成金

南大隅高等学校通学費補助事業 錦江町と合同の取組です

南大隅高等学校就学奨学金等交付事業 錦江町と合同の取組です



　　　対 　     象：南大隅町に住民登録があり現に居住する生徒の保護者（学校教育法

　　　　　　　　　第16条）

　　　 （担当　教育振興課　教育総務係）

　　　対　象：令和２年４月２８日から

　　　　　　　令和３年３月３１日まで

　　　　　　　に出生した新生児を育て

　　　　　　　ている世帯。

　　　給付金：１人１０万円

（担当：企画課　地方創生係）

ー８ー

　　　南大隅町の次代を担う子どもたちが、ふるさとへの愛着を持ち、将来南大隅町
　　で活躍する人材となるべく勉学に励むことを支援するため、町単独の奨学金を貸
　　与します。

　　　奨学金の額：高校生30,000円/月、大学、短大、専門学校50,000円/月
　　　　　　　　　医大生（医師・歯科・獣医・薬学）100,000円/月

ネッピー・みさきちゃん奨学金制度

町独自の取組です

新生児特別定額給付金事業 補助事業です

令和２年度限定

の事業です



　　　対　 象：町内外からの新規就農者及び技術指導者

　　　補助金 ：※夫婦　２５万円×１２月（18歳以上50歳未満）

　　　　　　　 ※夫婦　１５万円×１２月（50歳以上60歳未満）

　　　　　　 　※単身　１５万円×１２月（18歳以上60歳未満）

（担当：経済課　農政係）

　　　対　 象：農業人材育成のための新規就農者

　　　補助金 ：月額５万円～１０万円を１年間

（担当：経済課　農政係）

　　　対　 象：農業用水ボーリング工事

　　　補助金：整備費の５０％補助し、上限を５０万円

（担当：経済課　農政係）

ー９－

就農する

新規就農者研修制度事業 町独自の取組です

農業者入植促進事業 町独自の取組です

農産物等生産条件整備事業 町独自の取組みです



　　　対　 象：第1次産業従事者の機材導入経費及び新規就農者の就農後３年間

　　　補助金 ：※国県の事業を活用された方　　　　５％

　　　　　　　　 独自で導入された方　　　　　　１０％

　　　　　　　　 認定新規就農者の方　　　　　　１５％

　　　　　　　　 ほ場トイレ等労働環境改善設備　５０％で上限２０万円

　　　　　　　　 スマート関連経費　　　　単独　５０％　補助事業　１０％

　　　　　　　　 新規就農者については     　　　 ５０％

　　　　　　　　 法人設立費用　　　　　　　　　８０％

（担当：経済課　農政係）

　　　対　 象：推進品目のアボカド、パインアップル、辺塚ダイダイの苗木助成

　　　補助金：それぞれの購入金額の５０％を助成

（担当：経済課　農政係）

ー10ー

産業振興支援事業 町独自の取組です

果樹振興対策事業 町独自の取組です



　　　対　 象：桜島降灰対策のための資機材導入経費

　　　補助金：国５０％　県１５％　町５％

（担当：経済課　農政係、畜産係）

　　　対　 象：アボカド、パインアップルの防風施設整備

　　　補助金：防風整備費の１/２～１/３

（担当：経済課　農政係）

　　　対　 象：「食べて旅して南大隅」のデザイン活用した経費

　　　補助金 ：パッケージ整備に要する経費の１/２で上限１０万円

（担当：経済課　産業振興係）

ー11ー

活動火山周辺地域防災営農対策事業 一部補助事業です

地域特産物導入推進事業 町独自の取組です

特産品パッケージ推進事業 町独自の取組です



　　　対　 象：次世代農林水産業への取組みに対し、IT機器導入経費

　　　補助金 ：機器整備に要する経費の１/２で上限５万円

（担当：経済課　産業振興係）

　　　対　 象：農業経営の合理化、近代化、安定化を図るため融資された資金

　　　補助金 ：融資された融資の利子補給

（担当：経済課　産業振興係）

　　　対　 象：農業経営基盤強化資金（スーパーL資金）を借り入れた方

　　　補助金 ：借り入れた資金の利子補給

（担当：経済課　産業振興係）

ー12ー

第１次産業IOT推進事業 町独自の取組です

農業制度資金利子補給事業 町独自の取組です

農業経営基盤強化資金利子助成事業 一部補助事業です

https://illalet.com/wp-content/uploads/2018/04/4_1_11.png


　　　対　 象：農地保全改良工事（暗渠対策他）

　　　補助金：整備費の５０％補助し、上限を５０万円

（担当：経済課　農政係）

　　　対　 象：耕地等に災害が発生した場合、復旧に伴う原材料、機械借上料等

　　　　　　　に要する経費

　　　　　　　※事業費が３万円以上４０万円未満が対象

　　　補助金：農地の場合は、事業費の８０％で上限３２万円

　　　　　　　用水施設の場合は、事業費の９０％で上限３６万円

（担当：建設課　土木係）

ー13ー

耕地小規模災害補助事業 町独自の取組です

地域再生支援事業 町独自の取組みです



　　　対 　象：①５人以上の組織

　   　　　　　 ②町内で行う事業

　   　　　　　 ③新たな活動又は拡充で福祉向上や活性化策

　 　　  　　　 ④国県の補助事業でないこと　　　　

　　　補助金：補助対象経費の80％以内で、５０万円の限度

（担当：企画課　政策統計係）

　　　

　　　

　　　　　　　　　　　　　

（担当：商工観光課　農商工連携係）

　　　対　 象：第１次産業の後継者の育成支援

　　　補助金 ：１０万円

（担当：経済課　産業振興係）

ー14ー

企画提案型まちづくり助成事業補助金 町独自の取組です

商工業者スタートアップ創業支援事業 町独自の取組です

対 象：商工業の起業・継承者に１年限定の交付

補助金：起業者 月額（単身３万円 世帯５万円）

継承者 月額（単身２万円 世帯４万円）

卒農等奨励支援事業 町独自の取組です

起業する



　　　対　 象：①８０歳到達者　　　　　　８千円

 　　　　　　　②８５歳到達者　　　　　１０千円

　 　　　　　　③９０歳・９５歳到達者　２０千円

　　 　　　　　④１００歳到達者　　　１００千円

　　 　　　　　⑤１０１歳以上　　 　　　２０千円

　　　 　　　　⑥米寿　　  　 　　　　 　３０千円

　　　　 　　　⑦白寿　  　 　　　　　 　５０千円

（担当：介護福祉課　福祉係）

　　　対　 象：７５歳以上で

　　　　　　　　①運転免許証を所持していない方

　　　　　　　　②運転免許証を自主返納された方

　　　　　　　　③原付免許証・小型特殊免許証のみ所持の方

　　　支　 援：タクシー４００円券を年３０枚交付

（担当：介護福祉課　福祉係）

ー15ー

敬老金贈呈事業 町独自の取組です

福祉タクシー利用助成事業 町独自の取組です

長生きする



　　　　対　象：介護保険の要介護認定の結果「自立」と認定された高齢者（６５歳以上）等

　　　　内　容：昼食・入浴、健康・生きがい関係の教育講座、高齢者スポーツ活動、園芸・

　　　　　　　　　陶芸等の創作活動、手芸、木工、絵画等の趣味活動、日常動作訓練（輪投げ

　　　　　　　　　健康器具の活用等）、遠足、社会奉仕活動等

　　　　利用料：１回８５０円～１，０００円

　　　　事業所：蒼水園、真寿園　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（担当：介護福祉課　福祉係）

　　　対　 象：南大隅町に居住する概ね65歳以上の独居高齢者や疾病等のある高齢者

　　　支　 援：２４時間対応緊急連絡装置の貸与

（担当：介護福祉課　福祉係）

ー16ー

在宅高齢者等緊急通報システム 町独自の取組みです

生きがい対応型デイサービス事業 町独自の取組です



　　　対　 象：南大隅町に住所を有する６５歳以上のはり、きゅう、あん摩の施術を

　　　　　　　 受ける方

　　　支　 援：１枚６００円の補助金券を1人当たり年間３０枚

（担当：介護福祉課　福祉係）

　　　　　対　象：介護保険の要介護認定の結果「自立」と認定された高齢者（６５歳以上）等で

　　　　　　　　　　基本的生活習慣の欠如、体調不良で在宅生活が一時的に困難となった方

　　　　　内　容：原則７日以内で、利用回数は半年に１回（年間２回まで）

　　　　　利用料：自己負担は１日７６２円です。ただし、食事に係る食材実費相当額は自己負

　　　　　　　　　　担となります。

（担当：介護福祉課　福祉係）

ー17ー

はり、きゅう等受診券交付事業 町独自の取組です

生活指導型ショートステイ事業 町独自の取組です



　　　対　 象：スタンチョン整備にかかる経費

　　　補助金 ：１頭９，０００円を上限とし１/２

（担当：経済課　畜産係）

　　対　 象：優秀雌牛の生産基盤強化に係る経費

　　補助金 ：優良牛導入事業（町共進会出品牛の導入保留）　　１頭　５０千円以内

　　 　　　　系統雄牛保留対策事業（しらき系統種牛）　   　　１頭１５０千円以内

　　 　　　　系統雌牛保留対策事業（計画交配されたしらき系統 1頭　５０千円以内

　　 　　　　受精卵移植事業（採卵　しらき系統　種雄牛造成）１頭　８０千円以内

　　　 　　　受精卵移植事業（造成　種雄牛買上げ、去勢販売）１頭 　5０千円以内

          　　　 牛異常産対策事業（４種混合ワクチン）　　　　　１頭　１３６円以内

   　 　　　　繁殖雌牛淘汰事業（高齢牛の淘汰と優良牛の更新） １頭　３０千円以内

（担当：経済課　畜産係）

ー18ー

畜産施設整備事業 町独自の取組です

家畜改良事業 町独自の取組です

家畜改良する



　　　対　 象：鳥獣による農林水産業等被害防止のため、調査、捕獲駆除

　　　補助金：サル 　　　　　２３，０００円

   　　　　　　イノシシ 　　　１３，０００円

 　　 　　　　 狸・アナグマ       ５，０００円

　　　　　　　カラス　 　　　　１，２００円

　　　　　　　ヒヨドリ　 　　　　　５００円

　　　　　　　ニホンジカ　 　２２，０００円

（担当：経済課　林務係）

　　　対　 象：鳥獣による農林水産業等被害防止のための施設整備に要する経費

　　　補助金：施設整備に要する経費の１/２

（担当：経済課　林務係）

ー19ー

鳥獣被害対策実施隊事業 一部補助事業です

鳥獣害防止施設整備事業 町独自の取組です

駆除する



　　　対　 象：狩猟免許取得、登録経費と箱わな購入経費

　　　補助金 ：狩猟免許取得、登録経費は全額

　　　　　　　　箱わなは１/２

（担当：経済課　林務係）

ー20ー

有害鳥獣対策事業 町独自の取組です



 　　 対　 象：重度心身障害者と認定された方

　　　　　　　・身体障碍者手帳１級若しくは2級を所持している方

　　　　　　　・療育手帳Ａ１、Ａ２若しくはＡを所持している方

　　　　　　　・身体障碍者手帳3級で療育手帳Ｂ１を所持している方

　　　補助金：医療に係る一部負担金を１００％補助します。

　　　　　　　※高額療養費及びその他制度の給付がある場合は、その額を

　　　　　　　　差し引いた額となります。

(担当：介護福祉課　福祉係）

　　　　対　象：知的障害者、身体障害者（３級以上）、精神障害者等の保護者で毎月一定金額

　　　　　　　　　の掛け金を拠出している方

　　　　助　成：掛け金の一部を助成

　　　　　　　　　①生活保護世帯：掛け金の１０分の４．５に相当する額

　　　　　　　　　②町民税非課税世帯：掛け金の１０分の３に相当する額

　　　　　　　　　※掛け金額は保護者の加入時の年齢によって変わります。

(担当：介護福祉課　福祉係）

ー21ー

重度心身障害者医療費助成事業 一部補助事業です

心身障害者扶養共済制度掛金助成事業 一部補助事業です

障がい者（児）を支援する



　　　　対　象：南大隅町内に住所を有し、在宅で生活している次のいずれかに該当する方

　　　　　　　　　①身体障害者手帳の１級又は２級

　　　　　　　　　②療育手帳のA₁、A₂又はA

　　　　　　　　　③精神障害者保健福祉手帳の１級

　　　　助　成：対象者１人に１枚４００円×３０枚の利用券を年間１冊

　　　　　　　　　※交付を受けた対象者以外の方は使用できません。

　　　　　　　　　※福祉タクシー利用券と重複して給付はできません。

　　　　利用法：町内に事業所を有するタクシー事業者の車両です。

　　　　　　　　　１回の利用で利用券を複数枚使用できますが、利用料金を超える利用券使用は

　　　　　　　　　できません。

(担当：介護福祉課　福祉係）

　　　　　対　象：身体障害者手帳をお持ちの方

　　　　　内　容：義肢、装具、車いす、電動車いす、歩行器、歩行補助杖等

　　　　　費　用：原則１割の利用者負担ですが、町民税の課税状況、収入により、

　　　　　　　負担額の上限が定められています。

(担当：介護福祉課　福祉係）

ー22ー

重度障害者タクシー利用券事業 町独自の取組です

補装具費（購入・修理）支給事業 一部補助事業です

https://search.yahoo.co.jp/image/search?rkf=2&ei=UTF-8&gdr=1&p=%E7%BE%A9%E8%82%A2%E7%84%A1%E6%96%99%E3%82%A4%E3%83%A9%E3%82%B9%E3%83%88


　　　　　対　象：在宅の障害者（児）又は難病の方

　　　　　内　容：特殊寝台、移動用リフト、ネブライザー、電気式たん吸引器、ストマ装具等

　　　　　費　用：町民税の課税状況、収入により負担額が定められています。

(担当：介護福祉課　福祉係）

　　　　対　象：身体障害者手帳を有する者及び身体に障害のある１８歳未満の児童

　　　　内　容：障害の除去又は軽減する手術等の治療により、確実な治療の効果が期待できる

　　　　　　　　　医療

　  　　費　用：医療に要した費用の一部を公費負担

(担当：介護福祉課　福祉係）

ー23ー

障害者日常生活用具給付事業 一部補助事業です

障害者自立支援医療事業 一部補助事業です



　　　内　容：①児童発達支援

　　　　　　　　　未就学の障害児に対し、日常生活における基本的な動作の指導、

　　　　　　　　知識技能の付与、集団生活への適用訓練を行います。

　　　　　　　②放課後等児童デイサービス

　　　　　　　　　就学中の障害児に対し、授業の終了後又は夏休み等の休業日に、

　　　　　　　　生活能力向上のために必要な訓練、社会との交流の促進等を行います。

　　　　　　　③保育所等訪問支援

　　　　　　　　　保育所等を訪問し、集団生活への適応のための専門的な支援等を

　　　　　　　　行います。

　　　費　用：食事等の費用は利用する事業所によって自己負担があります。

(担当：介護福祉課　福祉係）

ー24ー

障害児通所等支援事業
補助事業です



　　

　　 　　対 　象：２万円以上の新設、改修、災害復旧、維持補修

　     　　　　　　放送施設の個別受信機は補助対象としない。

     　　　               ただし、既に無線放送施設を整備し法の定め

　　　　　　　　　により更新する場合に限り、個別受信機も

　　　　　　　　　補助対象とする。

 　   　　 補助率：７０％以内（自治会統合の場合は９０％以内）

（担当：総務課　総務係）

　　　　対 　象：５万円以上１，２００万円までの新築、増改築、

　　　　　　　　　維持補修、造成及び３万円以上の備品購入費

 　      　補助率：７０％以内（自治会統合の場合は９０％以内）

（担当：総務課　総務係）

　　　　 対   象：１万円以上の新設、維持補修

　 　　   補助率：７０％以内（自治会統合の場合は９０％以内）

（担当：総務課　総務係）

ー25ー

有線・無線放送施設 町独自の取組です

自治公民館及び付属する施設 町独自の取組です

町独自の取組です防犯灯施設

住みやすくする



          対　 象：５万円以上の新設、維持補修（町水道給水区域は除く）

　　　 補助率：７０％以内

（担当：総務課　総務係）

　　　　対   象：全自治会

　　　　補助金：（１）均等割　１自治会　１万円

　 　　 　　　 　（２）年齢構成割　７０歳以上1人当たり　

　　　　　　　　　　　　　　　　１千円

（担当：総務課　総務係）

         対   象：各種負担金及び自治会維持経費

　　　　補助金：前年度の各種負担金最小納付世帯に５千円を乗じた額

（担当：総務課　総務係）

ー26ー

町独自の取組です飲料用水道施設

町独自の取組です地域活性化助成金

町独自の取組です元気みなぎる町民補助金



　　　　対   象：（１）福祉事業

     　                 （２）環境事業

   　                   （３）文化事業

   　                   （４）レクリエーション事業

       　               （５）コミュニテイ活動の推進に関する事業と認めたもの

　　　　補助率：７０％（自治会が統合する場合は９０％）４月１日現在の世帯数

　　　　　　　　・４月１日現在の世帯数が５０世帯以上の場合は上限３０万円

　　　　　　　　・４月１日現在の世帯数が５０世帯未満の場合は上限２０万円

　　　　　　　　・自治会統合の場合は上限３０万円

　　　　　　　　・事業に係る食糧費については、１世帯当たりの上限を年２千円

（担当：総務課　総務係）

　　　対　 象：合併浄化槽を設置する者

　　　補助金：　５人槽　　　　　　　３３２千円

　　　　　　　　７人槽　　　　　　　４１４千円

　　　　　　　１０人槽　　　　　　　５４８千円

　　　　　　　単独浄化槽撤去費          　９０千円

　　　　　　　町内業者が施工した場合の加算額

　　　　　　　　　単独から合併浄化槽へ切替　　　５０千円

　　　　　　　　　汲取りから合併浄化槽へ切替　１００千円

（担当：町民保健課　環境衛生係）

ー27ー

町独自の取組です自治会チャレンジ創生事業

合併浄化槽推進事業 一部補助事業です



　　　対　 象：寝たきり高齢者（６か月以上寝たきり状態）、重度認知症高齢者、

　　　　　　　 重度心身障害者及び重度心身障害児を在宅で介護している方

　　　支　 援：町内の指定された施設での利用券交付

　　　　　　　介護者1人に利用券を年間12枚（1枚3,000円）

（担当：介護福祉課　福祉係）

　　　対　 象：要介護４・５に相当する町民税非課税世帯の在宅高齢者を

　　　　　　　介護している家族

　　　支    援：年額７５，０００円分の介護用品を交付

＊紙おむつ券と家族介護用品券の両方を受け取ることはできません。

（担当：介護福祉課　福祉係）

ー28ー

介護者支援事業 町独自の取組です

家族介護用品支給事業 町独自の取組です

介護する

https://www.silhouette-ac.com/dl_info.html?id=181028&sw=%E4%BB%8B%E8%AD%B7
https://illustrain.com/?p=30091
https://illustrain.com/?p=25808


　　　対　 象：寝たきり及び認知症のため、常時紙おむつが必要な高齢者等

　　　　　　　・南大隅町に3か月以上住所を有すること。

　　　　　　　・65歳以上で常時寝たきり又は、認知症等の状態にあり紙おむつを

　　　　　　　　必要とする方。

　　　　　　　・児童相談所又は知的障害者更生相談所で知的障害児（者）と判定

　　　　　　　　され、常時寝たきりの状態にあり、紙おむつを必要とする者

　　　支　 援：２，５００円分×１２月

　　　　　＊紙おむつ券と家族介護用品券の両方を

　　　　　　受け取ることはできません。

（担当：介護福祉課　福祉係）

　　　対　 象：要介護者・要支援者もしくは身体機能の低下が認められる

　　　　　　　 特定高齢者の住宅改修

　　　補助金：介護保険事業による住宅改修給付費（２０万円）の不足分

　　　　　　　 及び２０万円までの手すりの設置、スロープ、段差解消等

　　　　　　　 のための改修費

（担当：介護福祉課　福祉係）

　　　　対　象：介護保険の要介護認定の「自立」と認定された６５歳以上の方

　　　　内　容：食事、食材の確保、掃除、洗濯、健康管理、栄養管理の助言等

　　　　利用料：１時間２００円

（担当：介護福祉課　福祉係）

ー29ー

寝たきり高齢者等紙おむつ助成事業 町独自の取組です

高齢者福祉支援事業 町独自の取組です

生活支援型ホームヘルプサービス事業 町独自の取組です



　　　対　 象：寝たきり高齢者（６か月以上寝たきり状態）、重度の認知症高齢者、

　　　　　　　重度心身障害者等を在宅で介護している方

　　　　　　　・介護の対象となる寝たきり高齢者及び介護者が南大隅町に引き続き

　　　　　　　　1年以上住所を有していること

　　　支給額：寝たきり高齢者等１人につき月額５，０００円

（担当：介護福祉課　福祉係）

　　　　　対　象：南大隅町に住所を有する概ね６５歳以上の高齢者、障害者のうち

　　　　　　　　　①寝たきり若しくはそれに準ずる状態である方

　　　　　　　　　②高齢、心身の障害、疾病等により調理が困難な方

　　　　　　　　　③交通手段等の事情により食事の調達、食材の買い出し等が困難な方等

　　　　　内　容：１日２食（昼・夜）、週７日を限度とし、希望により配食回数を決められます

　　　　　利用料：１食あたり４００円

（担当：介護福祉課　福祉係）

ー30ー

福祉介護手当支給事業 町独自の取組です

「食」の自立支援事業 町独自の取組です



　　　　　対　象：６５歳以上の寝たきりの高齢者がいる世帯又は１人暮らしの高齢者世帯

　　　　　内　容：自動消火器、電磁調理器

　　　　　利用料：世帯の生計中心者の所得に応じて自己負担があります。

　　　　　　　　　　※生活保護世帯、町民税非課税世帯は自己負担はありません。

（担当：介護福祉課　福祉係）

　　　　対　象：６５歳以上の単身世帯、高齢者のみの世帯、高齢者、身体障害者で老衰、

　　　　　　　　　心身の障害、疾病等の理由により寝具等の衛生管理が困難な方

　　　　内　容：寝具（掛け布団、敷き布団、毛布）の洗濯、乾燥、消毒

　　　　料　金：無料

　　　　利用法：お住まいの地域担当の民生委員へご相談、ご連絡ください。

　　　　　　　　　社会福祉協議会が回収及び配達します。

（担当：介護福祉課　福祉係）
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高齢者日常生活用具給付事業 町独自の取組です

在宅寝たきり高齢者等寝具洗濯サービス事業

町独自の取組です



　　　対　 象：危険空き家等の解体撤去に要する経費

　　　             ※町内の解体業者に限ります

　　　　　　　 ※３０万円以上の工事が対象

　　　補助金：工事費の３０％で上限３０万円

（担当：建設課　土木係）

ー32ー

空き家等解体除去事業（R2年度まで） 町独自の取組です

環境を整備する



　　

                  

　　　

　               

                 

（担当：商工観光課　農商工連携係）

　　　

　　　

（担当：商工観光課　農商工連携係）

（担当：商工観光課　農商工連携係）
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商工業振興資金利子補給事業 町独自の取組です

対 象：商工会の金融斡旋に基づく制度資金の借入者に対し、

利子補給する。

補助金：融資を受けた金額の運転資金については１．５％、設

備資金については２％を上限

商工業者店舗等整備費補助金事業 町独自の取組です

対 象：商工業者の店舗・事務所・工場・倉庫等の改修

補助金：事業費の２分の１以内で５０万円を上限

対象：特産品の製造又は販売を行う事業者が町外の商談会等へ出展した場合

補助金：県内２日以上 上限１万円（補助率1/2以内）

県外２日以上 上限３万円（補助率1/2以内）

国外２日以上 上限５万円（補助率1/2以内）

特産品販路拡大支援事業 町独自の取組です

商いをする



　　　対象者：婚姻する夫婦のいずれかが本町に住所を有しており、かつ本町に

　　　　　　　婚姻届を提出し、以下すべての項目に該当する者

　　　　　　　①婚姻届後２か月以内に本町の住民基本台帳に記載され、

　　　　　　　　祝金支給後、２年以上居住することを確約した夫婦

　　　　　　　②婚姻届受理日の年齢が両者50歳未満の夫婦

　　　　　　　③町民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税、後期高齢

　　　　　　　　者医療保険料及び介護保険料並びに水道料金を滞納していない者

　　　　　　　④過去に本町の結婚祝金の支給を受けたことのない者

　　　補助金：１０万円

（担当：企画課　政策統計係）

ー34ー

結婚祝金事業 町独自の取組です

結婚する



　　町では、移住を希望されてる方に一定期間南大隅町での生活体験をできる場の

　提供をしております。

　　現在根占、佐多地区に各2棟づつ整備しており、住宅はテレビ、冷蔵庫、電子

　レンジ、炊飯器、ガスコンロ、洗濯機、エアコンが完備されております。

　　移住を検討されてる方は、是非生活体験を通して決定していただければと

　思います。

　対象者：①本町に移住を検討している方の他、上記の目的に合致する方

　　　　　②本町に住民登録していない方

　　　　　③転勤等による転入予定者又はそれに類する方でないこと

　　　　　④暴力団、若しくはこれらに準ずる者又はその構成員でないこと

　利用期間：1日から15日以内

　料　　金：１，０００円/１組１泊

　　　　　　１日（宿泊なし）利用は１組５００円

　　　　　　体験料には光熱水費を含み食費や交通費等は自己負担となります

　　　　　　体験料は前納となります

　 （担当：南大隅町ブロンズ就業支援協議会）

※　徒歩３分圏内に、スーパー、居酒屋、医院、郵便局、銀行、コンビニ等が

　　あります。

ー35ー

お試し住宅

根占地区 加治町



※　徒歩３分圏内に、スーパー、居酒屋、医院、郵便局、銀行、コンビニ等が

　　あります。

※　徒歩３分圏内に、スーパー、診療所、郵便局、銀行、食堂等があります。

ー36ー

根占地区 宮原

佐多地区 浜上



※　眼前には広い港や長い砂浜があり、車で５分圏内に診療所、郵便局、商店

　　があります。

ー37ー

佐多地区 浜尻



　　ー3８ー

南大隅町お試し住宅マップ

お試し住宅

加治町

お試し住宅

宮原

お試し住宅

浜上

お試し住宅

浜尻

南大隅町役場本庁

佐多診療所

出典：国土地理院地図



移住

１年目

移住

４０年目

移住

３０年目

移住

２０年目

移住

１０年目

移住

５年目

補助金事業活用例

夫 ：３２歳

妻 ：３０歳

長男：５歳

長女：２歳

アボカド農家を始める。

・新規就農者研修制度事業

・果樹振興対策事業

・地域特産物導入推進事業

・鳥獣被害対策実施隊事業

・鳥獣画害防止施設整備事業

マイホームを購入。

・定住促進住宅資補助金

自治会会長になる。

・地域振興施設整備事業

・自治会チャレンジ創生事業

・元気みなぎる町民補助金

マイホームを修繕する。

・住み続ける住宅助成事業

８０歳を超える。

・敬老金贈呈事業

移住

５０年目

お試し

住宅体験

住み

続ける

・子育て支援特別手当交付事業

・児童手当交付事業

・子ども医療費助成事業

空き家

整備

ハウス

被害

次男

誕生

長女

結婚

免許

返納

長男

大学進学

・結婚祝金事業

子供たちに手がかからなく

なったので、家を空き家バン

クに登録する。

・空き家等環境整備事業

・福祉タクシー利用助成事業


