
天栄村安心
　快適なくらし

各種支援制度の紹介
（補助金・助成など）

天栄村新規就農者支援センター



くらしの支援制度一覧

3 妊娠・出産・子育て関わる支援制度・・・・P15～P26

2 住まい・暮らしに関わる支援制度・・・・P10～P14

1 農業・農地に関わる支援制度・・・・P4～P9

子育て応援ページ

こども医療費助成制度

●お問い合わせ先

●お問い合わせ先

●お問い合わせ先

●お問い合わせ先

●お問い合わせ先

●お問い合わせ先

●お問い合わせ先

●お問い合わせ先

●お問い合わせ先

●お問い合わせ先

●お問い合わせ先

●お問い合わせ先

●お問い合わせ先

●お問い合わせ先

●お問い合わせ先

●お問い合わせ先

●お問い合わせ先

新規就農者支援センターリース事業
ハウスや機械等の支援をします。

新規就農者に対し給付します。

鳥獣被害防止のための電気柵等購入補助します。

農地の取得、斡旋について支援します。

地震や台風等により農地に被害が発生した場合の
復旧費用を補助します。

村外、県外からの新築・中古住宅取得費用を補助します。

空き家物件の賃貸・売買等について支援します。

空き家バンク登録物件に対する改修等費用を補助します。

住宅用太陽光発電システム設置費用を補助します。

６５歳以上の者が居住する住宅の改修工事費用を補助します。

合併処理浄化槽の設置費用を補助します。

特定不妊治療（体外受精、顕微授精）に要する治療費
を補助します。

18歳以下のお子さんの医療費を無料化しています。

インフルエンザワクチン接種費用の一部を助成します。

おたふくかぜワクチン接種費用を助成します。

ロタウイルスワクチン接種費用を助成します。

妊娠から高校生までの子育て過程における充実の支援
をご紹介♪

※各項目によってお問い合わせ先が変わりますので各ページを参照ください。

企画政策課 企画政策係
TEL ：0248-82-2333　FAX：0248-82-2718

企画政策課 企画政策係
TEL ：0248-82-2333　FAX：0248-82-2718

建設課 管理係
TEL ：0248-82-2110　FAX：0248-82-2477

産業課 商工観光係
TEL ：0248-82-2117　FAX：0248-82-2718

住民福祉課　福祉係
TEL ：0248-82-2115　FAX：0248-81-1008

天栄村新規就農者支援センター
TEL ：0248-94-2232　FAX：0248-82-2105

産業課 農林振興係
TEL ：0248-82-2117 　FAX：0248-82-2718

鳥獣被害防止電気策補助金

農業次世代人材投資事業助成金

産業課 農林振興係
TEL ：0248-82-2117 　FAX：0248-82-2718

産業課 農林振興係
TEL ：0248-82-2117 　FAX：0248-82-2718

農地斡旋関係 産業課 農地係
TEL ：0248-82-2102 　FAX：0248-82-2718

農地災害復旧事業費助成金

各種農業関係補助事業の一覧

建設課 事業係
TEL ：0248-82-2113 　FAX：0248-82-2477

建設課 管理係
TEL ：0248-82-2110 　FAX：0248-82-2477

空き家バンク

新生活・住まいづくり応援助成金

住宅用太陽光発電システム設置費補助金

空き家改修事業等補助金

高齢者住宅改修助成事業助成金

合併処理浄化槽設置整備事業補助金

特定不妊治療費助成
住民福祉課 健康増進係（天栄村健康保健センター　へるすぴあ）         
TEL ：0248-82-3800　FAX：0248-82-3545                    

住民福祉課 健康増進係（天栄村健康保健センター　へるすぴあ）         
TEL ：0248-82-3800　FAX：0248-82-3545                    

住民福祉課 健康増進係（天栄村健康保健センター　へるすぴあ）         
TEL ：0248-82-3800　FAX：0248-82-3545                    

住民福祉課 健康増進係（天栄村健康保健センター　へるすぴあ）         
TEL ：0248-82-3800　FAX：0248-82-3545                    

住民福祉課 健康増進係（天栄村健康保健センター　へるすぴあ）         
TEL ：0248-82-3800　FAX：0248-82-3545                    

インフルエンザワクチン接種費用助成

おたふくかぜワクチン接種費用助成

ロタウイルスワクチン接種費用助成

最大150万円

購入
費用

年間
最大150万円給付

（最長５年）

の１/２以内

最大150万円

最大260万円

最大12万円

最大18万円
最大588,000円

年間
最大20万円

（最長5年）

医療費無料

1,000円接種１回
に つ き

最大２回 /人

7,000円接種１回
に つ き

最大２回 /人

●お問い合わせ先風しんワクチン接種費用助成
風しんワクチン接種費用を助成します。

お問い合わせください。

（1価ロタリックス）16,000円
（5価ロタテック）9,000円

接種１回に つ き最
大

住民福祉課 健康増進係（天栄村健康保健センター　へるすぴあ）         
TEL ：0248-82-3800　FAX：0248-82-3545                    
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●お問い合わせ先

●お問い合わせ先

●お問い合わせ先

●お問い合わせ先

●お問い合わせ先

●お問い合わせ先

●お問い合わせ先

●お問い合わせ先

●お問い合わせ先

●お問い合わせ先

●お問い合わせ先

●お問い合わせ先

●お問い合わせ先

●お問い合わせ先

●お問い合わせ先

●お問い合わせ先

●お問い合わせ先

●お問い合わせ先

●お問い合わせ先

4 入園・入学に関わる支援制度・・・・P27～P30
天栄保育所について

子育て支援保育料負担軽減補助金

天栄村幼稚園について

天栄村私立幼稚園就園奨励費補助金

児童・生徒就学援助制度

ひとり暮らし高校生活支援金

教育資金利子補給事業補助金

学校教育課 教育総務係
TEL ：0248-82-2118　FAX：0248-82-2106      

学校教育課 教育総務係
TEL ：0248-82-2118　FAX：0248-82-2106      

学校教育課 教育総務係
TEL ：0248-82-2118　FAX：0248-82-2106      

学校教育課 教育総務係
TEL ：0248-82-2118　FAX：0248-82-2106      

学校教育課 教育総務係
TEL ：0248-82-2118　FAX：0248-82-2106      

住民福祉課 福祉係
TEL ：0248-82-2115　FAX：0248-81-1008   

住民福祉課 福祉係
TEL ：0248-82-2115　FAX：0248-81-1008   

5 健康・医療に関わる支援制度・・・・P31～P36
健康チャレンジポイント

教育委員会 生涯学習課生涯学習係
TEL ：0248-82-2504　FAX：0248-82-2127

住民福祉課 健康増進係（天栄村健康保健センター　へるすぴあ）         
TEL ：0248-82-3800　FAX：0248-82-3545                   

住民総合健診 住民福祉課 健康増進係（天栄村健康保健センター　へるすぴあ）         
TEL ：0248-82-3800　FAX：0248-82-3545                   

施設健診 住民福祉課 健康増進係（天栄村健康保健センター　へるすぴあ）         
TEL ：0248-82-3800　FAX：0248-82-3545                   

人間ドック費用助成 住民福祉課 健康増進係（天栄村健康保健センター　へるすぴあ）         
TEL ：0248-82-3800　FAX：0248-82-3545                   

ピロリ菌検査費用助成 住民福祉課 健康増進係（天栄村健康保健センター　へるすぴあ）         
TEL ：0248-82-3800　FAX：0248-82-3545                   

プール回数券等助成

6 介護・福祉に関わる支援制度・・・・P37～P39
高齢者バス利用助成事業補助金

住民福祉課 福祉係
TEL ：0248-82-2115　FAX：0248-81-1008

住民福祉課 福祉係
TEL ：0248-82-2115　FAX：0248-81-1008

住民福祉課 福祉係
TEL ：0248-82-2115　FAX：0248-81-1008

住民福祉課 福祉係
TEL ：0248-82-2115　FAX：0248-81-1008

企画政策課 企画政策係
TEL ：0248-82-2333　FAX：0248-82-2718

高齢者等タクシー利用助成
企画政策課 企画政策係
TEL ：0248-82-2333　FAX：0248-82-2718

ねたきり老人等介護者激励手当

ホームヘルプサービス

緊急通報システム

敬老祝金

小中学校通学費補助金 学校教育課 教育総務係
TEL：0248-82-2118　 FAX：0248-82-2106                別に定める地域から通学する児童生徒の定期券購入費

用を補助します。

低額化、無料化を行っています。

３人以上の子どもの保育料の負担軽減のための補助。

待機児童０、条件により無料化を実施しています。

私立幼稚園の入園、保育料を補助します。

就学困難な小中学生児童及び生徒の保護者に対し
必要経費を援助します。

下宿等の経費を支援します。

借入した教育資金の利子を補助します。

健診や健康増進事業等の参加を推進しています。

早期発見早期治療を図るため健康診断を推進しています。

早期発見早期治療を図るため健康診断を推進しています。

人間ドックの費用を補助します。

ピロリ菌検査費用を全額助成します。

プール回数券等の購入費用を補助します。

高齢者のバス定期券購入費用を補助します。

高齢者等のタクシー料金を補助します。

介護している家族に対し手当を支給します。

ホームヘルパーを派遣し、費用を補助します。

在宅ひとり暮らし高齢者等に対し携帯用無線等を貸与します。

一定年齢以上の方へ敬老祝金を支給します。

★改正等により内容が変更となっている場合がありますので、最新の情報については担当窓口へご確認ください。

1/2以内

2人目：半額
3人目以降：無料

入園料・授業料無料

お問い合わせください。

お問い合わせください。

最大3,000円

一部自己負担

最 大 ８ 割

全 額 助 成

最大5,000円

最大23,000円

最大24,000円

月額10,000円

お問い合わせください。

最大３０万円

無　料

無　料

●お問い合わせ先

●お問い合わせ先

チャイルドシート補助金
総務課 総務係
TEL ：0248-82-2111　FAX：0248-82-2718チャイルドシート購入費用を補助します。 最大10,000円
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