
移住定住支援メニュー

Menu

熊本県 八代市

子育て しごと 住まい 交通 移住
定住



妊娠・出産 乳幼児 小学生 中学生 高校生
子育て

健
診

医
療

●妊産婦健診
妊婦健康診査に必要な経費（14回分）及
び産後21日以内に実施された産婦健康診
査に必要な経費（１回分）を助成
妊婦健診(リンク)   産婦健診(リンク)

助成

●不妊治療費助成
人工授精等による不妊治療などを受
ける妊婦に対し助成金を給付

上限5万円

各メニューをクリックするとページが開きます

●こども医療費助成
0歳から18歳（高校3年生）までの医療費の自己負担額を全額助成

全額助成

支
援

一
時
預
か
り
等

●世帯から２人以上の児童が同時に保育所
等に入所している場合に保育料を軽減※2
人目半額・3人目以降無料
●年収360万円未満のひとり親世帯・多子
世帯の保育料を減額
●18歳以下の多子世帯の第3子以降の保育
料を無料

半額・無料等●保育料軽減

ひ
と
り
親
支
援

●就学援助

経済的な理由で就学が困難な児童及び生徒の保護者に、義務教育就学に必要な
費用を援助
（援助費用）
学用品費、新入学用品費、校外活動費、給食費、修学旅行費及び医療費

費用援助 ●奨学資金貸付
本人または保護者が八代市内に引き続き３
年以上居住し、高校、大学等に進学または
在学する人のうち、経済的理由により就学
が困難な場合に奨学資金を貸付
高校 （国公立）20,000円以内／月

（私 立）30,000円以内／月
大学等（国公立）45,000円以内／月

（私 立）50,000円以内／月

月2万～5万円

●ショートステイ・トワイライトステイ
保護者の疾病その他の理由により、家庭における養育が一時的に困難となった児童を、児童福祉施設等においてお預かりする
ショートステイ（１日） 2歳児未満：無料～5,000円 2歳児以上：無料～2,750円
トワイライトステイ（休日8～17時）無料～1,350円（17～22時）無料～750円 ※料金は課税所得等による

無料～5千円/日

●病児・病後児保育
病中又は病気回復期の子ども（0歳～小学生）を看護師・保育士が看護保育を
行う
※料金は課税所得等による

無料～2千円/日

● 放課後児童クラブ
放課後や長期休暇等に、小学生に生
活・遊びの場を提供
※料金はクラブ毎に設定

月約5千円～

●ファミリーサポートセンター
子どもの送迎や預かりなどの会員相互による援助活動を行う
1時間600円（土日祝700円）

1時間600円

●乳幼児健診
4カ月児健診・7カ月児健診・1歳6カ
月健診・2歳児歯科健診・３歳児健診
を実施

無料

●休日在宅当番医制・休日歯科救急診療
（休日在宅当番医制）日・祝日に、急な病気でも診療が受けられるよう市内医療機関が当番制で対応
（休日歯科救急診療）日・祝日に、緊急時の歯科治療を八代歯科医師会口腔保健センターで行うもの

休日対応

●児童扶養手当
ひとり親家庭の父母等に対して手当を支給
（児童1人）43,070円～10,160円/月 （児童2人目）10,170円～5,090円/月 加算 （児童3人目以降） 6,100円～3,0500円/月 加算
※所得制限限度額以上の場合は支給なし

月43,070～ 10,160円※児童1人の場合

●ひとり親家庭等日常生活支援
ひとり親家庭が一時的に日常生活に支障が生じた場合やひとり親家庭になって間がなく生活が不安定な場合などに、家庭支援員が生活援助や子育て支援を実施
（生活援助） 無料～300円/時 利用者宅での家事、介護その他の日常生活のお手伝い
（子育て支援）無料～150円/時 保育サービス（支援員の居宅等での預かり）

無料～1時間300円

● こどもプラザ/つどいの広場等
乳幼児を持つ子育て中の親子が気軽に利用でき、
親子で遊んだり、親子同士の交流、子育て講座な
どの開催や子育ての悩みなどの相談受付けを行う
こどもプラザわくわく・すくすく、つどいの広場
ぽけっと、子育て支援センター（市内6ヶ所）

無料

●産後ケア事業
http://www.city.yatsushi
ro.lg.jp/kiji00316768/ind
ex.html -

産後1年未満の産婦等で産後の心身の
不調又は育児不安がある場合、宿泊
又は訪問により、産後ケアを利用で
きます。
※課税所得等により一部自己負担有

令和４年4月1日以降出生のお子様を
対象に出産祝い金を支給
（第1子） 3万円
（第2子） 5万円
（第3子以降）10万円
※支給には要件があり、申請が必要

支給●出産祝い金

八代市の結婚・子育てに関する情報をご案内します。
結婚・出産前の方から成人になるまでのお役立ち子育
て情報を紹介する八代市が提供するサイトです。

3万～10万円 半額・無料等

http://attaka.city.yatsushiro.kumamoto.jp/navi/navi-4268
http://www.city.yatsushiro.lg.jp/kiji00311068/index.html
http://www.city.yatsushiro.lg.jp/kiji00312705/index.html
http://www.city.yatsushiro.lg.jp/kiji00312705/index.html
http://attaka.city.yatsushiro.kumamoto.jp/navi/navi-149
http://attaka.city.yatsushiro.kumamoto.jp/navi/navi-149
http://www.city.yatsushiro.lg.jp/kiji00315848/index.html
http://www.city.yatsushiro.lg.jp/kiji00315848/index.html
https://www.city.yatsushiro.lg.jp/kiji0038010/index.html
https://www.city.yatsushiro.lg.jp/kiji0038010/index.html
http://attaka.city.yatsushiro.kumamoto.jp/navi/navi-186
http://attaka.city.yatsushiro.kumamoto.jp/navi/navi-186
http://attaka.city.yatsushiro.kumamoto.jp/navi/navi-148
http://attaka.city.yatsushiro.kumamoto.jp/navi/navi-148
http://attaka.city.yatsushiro.kumamoto.jp/navi/navi-153
http://attaka.city.yatsushiro.kumamoto.jp/navi/navi-153
http://attaka.city.yatsushiro.kumamoto.jp/navi/navi-1685
http://attaka.city.yatsushiro.kumamoto.jp/navi/navi-1685
http://attaka.city.yatsushiro.kumamoto.jp/navi/navi-151
http://attaka.city.yatsushiro.kumamoto.jp/navi/navi-151
http://attaka.city.yatsushiro.kumamoto.jp/navi/navi-4265
http://attaka.city.yatsushiro.kumamoto.jp/navi/navi-4265
http://www.city.yatsushiro.lg.jp/list00112.html
http://www.city.yatsushiro.lg.jp/list00112.html
http://attaka.city.yatsushiro.kumamoto.jp/navi/navi-155
http://attaka.city.yatsushiro.kumamoto.jp/navi/navi-155
http://attaka.city.yatsushiro.kumamoto.jp/navi/navi-162
http://attaka.city.yatsushiro.kumamoto.jp/navi/navi-162
http://attaka.city.yatsushiro.kumamoto.jp/2011
http://attaka.city.yatsushiro.kumamoto.jp/2011
http://www.city.yatsushiro.lg.jp/kiji00316768/index.html
http://www.city.yatsushiro.lg.jp/kiji00316768/index.html
http://www.city.yatsushiro.lg.jp/kiji00317243/index.html
http://www.city.yatsushiro.lg.jp/kiji00317243/index.html


助成・補助・融資 研修・相談
しごと

就
業

就
農

● 就業資格取得支援助成金
求職中の方や新卒５年以内で八代市内の事業所に在職中の方を対象として、
就業するうえで有利となる資格、技能向上に役立つ資格の取得を支援

助成対象：講座の受講費用、教材費用、試験の受験費用、資格の登録費用
助成率 ：１/２
上限額 ：5万円

上限5万円

創
業

住まい

● 商店街活性化事業補助金
商店街の振興に寄与することを目的として、本市の振興会等が実施する新規出
店者誘致のための事業並びに既存店舗の魅力創出及び集客力向上の推進のため
の事業※商店街の振興会等を経由した間接補助になります。
●借家料 ： 補助率1/3（限度額 月5万円）
●店舗の改装費 ： 補助率1/3（限度額60万円）
※商店街によって条件等が異なります。

改装 60万円・家賃 月5万円

● ハローワーク八代
https://jsite.mhlw.go.jp/ku
mamoto-
roudoukyoku/hw/HW/hwork
03.html -

（厚生労働省）
職業紹介や就職支援のサービスのほ
か、雇用保険に関する各種の手当や
助成金の支給、公共職業訓練の斡旋、
職業安定関係の業務なども実施。
ハローワーク八代 0965-31-8609

相談無料

● 空き家バンク
市内の空き家情報と八代市への移住・定住希望者の情報を登
録・紹介（マッチング）することで、空き家の賃貸や売買に
よる有効活用とUIJターン者等の住宅確保を支援

空き家紹介

● 創業支援相談窓口
ビジネスモデルの構築、販路開拓、
資金調達、許認可手続き等の各段階
に応じて一貫した支援体制を整理し、
起業・創業を支援。
八代市商工・港湾振興課

0965-33-8513 

相談無料

● 新規就農者育成総合対策
次世代を担う農業者となることを志向す
る方（50歳未満）の研修、就農を支援。
●就農準備資金

就農前の研修期間の生活安定を支援
交付額 150万円/年 最長2年間
研修機関 JAやつしろ等

●経営開始資金
就農直後の経営確立を支援
交付額 150万円/年 最長3年間

年150万円 ● 青年等就農資金
〔日本政策金融公庫〕
農業経営に必要な施設､機械等の
導入に利用できる無利子の融資
制度
※認定新規就農者対象
限度額：3,700万円
返済期間：17年以内（据置5年）
利率：無利子

融資

● くまもと農業アカデミー
土壌肥料､病害虫､農業経営､流通､農
産物加工､農業機械メンテナンス等の
講座から選択して受講可能

研修

● くまもと農業経営塾
就農5年以上の農業者を対象にリー
ダー育成を目的に開講。経済界､農業
界の第一線で活躍する実務家が講師。

研修

● 新規就農者のための農業講座
就農後間もない農業者を対象とした
土壌肥料､病害虫､先進農家の取組等､
農業経営の基礎知識･技術の研修

研修

● ４Hクラブ活動
青年農業者が経営課題や技術を検討
するためのプロジェクト活動、消費
者や他クラブとの交流等を実施

クラブ活動

交通

● 畳表張替助成事業
QRコード付きタグがある八代市産の畳表を使用し、畳を新
調・張替した場合に、その費用の一部を助成。
●畳表1畳あたり 1,000円（上限16,000円）

1畳1,000円
● 八代産材利用促進事業

八代産材を使用する木造住宅の新築、改築、増築又はリォー
ムを行う場合に、その経費の一部を助成。
●新築 床面積×4,000円/坪 上限20万円
●増築、リフォーム等 木材利用量×10,000円/㎥ 上限10万円

最大20万円

● 空き家バンク活用促進事業
空き家バンク制約物件に対して、利活用の際に必要となる
「家財道具等の不要物の撤去」及び「補修や改修工事」の費
用の一部を補助。また、市外からの移住者には、引越し費用
の一部を補助します。
●不要物の撤去 1/2 上限 5万円
●改修工事等 1/2 上限40万円
●引越し費用 1/2 上限 5万円

最大50万円

● 路線バス・乗合タクシー運賃
●市街地循環バス：160円均一
●市街地循環バス以外の路線バス

：初乗り160円（上限200円）
●乗合タクシー ：160円均一

160円均一

● 運転免許返納者割引
●路線バス
65歳以上で免許証を自主返納し、
「運転経歴証明書」の交付を受けた
方は路線バスの運賃を半額割引。
※バス事業者から「免許返納者割引
乗車証（有効期限2年）」の交付を
受ける必要あり。
●乗合タクシー
免許証を返納し、「運転経歴証明
書」又は市が交付する「免許返納者
割引乗車証」をお持ちの方は、乗合
タクシーの運賃を半額割引。

半額

● 住宅用太陽光発電システム・蓄電池設置費補助金
住宅用太陽光発電システム及び定置式リチウムイオン蓄電池
の設置に対する補助。
●住宅用太陽光発電システム 上限 5万円
●定置式リチウムイオン蓄電池 定額 5万円
※市内業者と工事請負契約締結の場合、定額2万円上乗せ。

最大12万円

※各支援メニューのお問合せ先は次ページをご覧ください。

● 八代農業塾
経験の浅い若年農業者や就農を希望
する方を対象とした研修を行い、
個々の農業技術の向上及び農業知識
の取得を図る。

研修

● 新築住宅等畳表導入事業
市内に住宅を新築、増改築した際、八代市産畳表を使用する
畳を新調した場合に、畳敷設費用の一部の補助。
●助成対象経費の１/2以内、または畳設置を行う畳の数に
5,000円を乗じて得た額のいずれか低い額(最大40,000円)
※増改築の場合は、畳が増加した分が対象

最大4万円

移住定住
● 移住支援金

東京圏から八代市に移住し、就職や
起業等を行う方に支援金を交付
●２人以上の世帯 100万円
●単身世帯 60万円

最大100万円 ● 移住･定住促進補助金
県外から移住した若者・子育て世代
の方に、住宅を取得又は賃借に伴う
費用の一部を補助
●取得の場合 最大50万円
●賃借の場合 最大30万円

最大50万円

八代市
移住・定住情報サイト

● 熊本県移住視察支援交通費等補助金
県外（九州・沖縄を除く）に在住する熊本県内への移住希望者が、「くまもと
移住定住支援センター」を通じて県内視察を行う際の交通費等を助成
●交通費：補助率1/2 ※12歳未満は10/10（上限2万円/人または1万円/人）
●現地交通費：補助率1/2（上限5千円/世帯）
●宿泊費：上限5千円/人

交通費上限2万円/人または1万円/人

http://www.city.yatsushiro.lg.jp/kiji00314679/index.html
http://www.city.yatsushiro.lg.jp/kiji00314679/index.html
http://www.city.yatsushiro.lg.jp/reiki/reiki_honbun/r371RG00000570.html
http://www.city.yatsushiro.lg.jp/reiki/reiki_honbun/r371RG00000570.html
https://jsite.mhlw.go.jp/kumamoto-roudoukyoku/hw/HW/hwork03.html
https://jsite.mhlw.go.jp/kumamoto-roudoukyoku/hw/HW/hwork03.html
https://jsite.mhlw.go.jp/kumamoto-roudoukyoku/hw/HW/hwork03.html
http://www.city.yatsushiro.lg.jp/uji/kiji0035206/index.html
http://www.city.yatsushiro.lg.jp/uji/kiji0035206/index.html
http://www.city.yatsushiro.lg.jp/kiji0032615/index.html
http://www.city.yatsushiro.lg.jp/kiji0032615/index.html
http://www.kuma-farm.jp/support/assist03/
http://www.kuma-farm.jp/support/assist03/
https://www.pref.kumamoto.jp/site/agri-academy/
https://www.pref.kumamoto.jp/site/agri-academy/
https://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/84/653.html
https://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/84/653.html
http://www.city.yatsushiro.lg.jp/kiji003371/index.html
http://www.city.yatsushiro.lg.jp/kiji003371/index.html
http://www.city.yatsushiro.lg.jp/kiji00317701/index.html
http://www.city.yatsushiro.lg.jp/kiji00317701/index.html
http://www.city.yatsushiro.lg.jp/kiji0039818/index.html
http://www.city.yatsushiro.lg.jp/kiji0039818/index.html
http://www.city.yatsushiro.lg.jp/uji/kiji0036921/index.html
http://www.city.yatsushiro.lg.jp/uji/kiji0036921/index.html
http://www.city.yatsushiro.lg.jp/kiji00310058/index.html
http://www.city.yatsushiro.lg.jp/kiji00310058/index.html
http://www.city.yatsushiro.lg.jp/kiji0031944/index.html
http://www.city.yatsushiro.lg.jp/kiji0031944/index.html
http://www.city.yatsushiro.lg.jp/kiji00317138/index.html
http://www.city.yatsushiro.lg.jp/kiji00317138/index.html
http://www.city.yatsushiro.lg.jp/kiji00317563/index.html
http://www.city.yatsushiro.lg.jp/kiji00317563/index.html
http://www.city.yatsushiro.lg.jp/kiji00313111/index.html
http://www.city.yatsushiro.lg.jp/kiji00313111/index.html
http://www.city.yatsushiro.lg.jp/kiji00311456/index.html
http://www.city.yatsushiro.lg.jp/kiji00311456/index.html
http://www.city.yatsushiro.lg.jp/kiji00318292/index.html
http://www.city.yatsushiro.lg.jp/kiji00318292/index.html
https://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/21/139535.html
https://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/21/139535.html


各支援メニューに関するお問合せ先

支援メニュー 問合せ先 電話番号 備考

し
ご
と

就業資格取得支援助成金 商工・港湾振興課 0965-33-8513

ハローワーク八代 ハローワーク八代 0965-31-8609 国

商店街活性化事業補助金 商工・港湾振興課 0965-33-8513

創業支援相談窓口 商工・港湾振興課 0965-33-8513

新規就農者育成総合対策 農林水産政策課 0965-33-4117 国

青年等就農資金 農林水産政策課 0965-33-4117
日本政策
金融公庫

八代農業塾 農事研修センター 0965-52-1815

新規就農者のための農業講座 農事研修センター 0965-52-1815

くまもと農業アカデミー 農事研修センター 0965-52-1815 県

くまもと農業経営塾 農事研修センター 0965-52-1815 県

４Ｈクラブ活動 農事研修センター 0965-52-1815 民間

支援メニュー 問合せ先 電話番号 備考

住
ま
い

空き家バンク 住宅課 0965-33-4122

空き家バンク活用促進事業 住宅課 0965-33-4122

八代産材利用促進事業 水産林務課 0965-33-4119

住宅用太陽光発電システム・蓄電池設置費補助金 環境課 0965-33-4114

新築住宅等畳表導入事業 農業振興課 0965-33-8751

畳表張替助成事業 農業振興課 0965-33-8751

支援メニュー 問合せ先 電話番号 備考

交
通

路線バス・乗合タクシー運賃 企画政策課 0965-33-4104

運転免許返納者割引 企画政策課 0965-33-4104

移住定住
相談窓口

移住定住に関するお問合せ先

※掲載データは令和４年７月現在のものです。

支援メニュー 問合せ先 電話番号 備考

子
育
て

妊産婦健診 健康推進課 0965-33-5116

乳幼児健診 健康推進課 0965-33-5116

不妊治療費助成 健康推進課 0965-33-5116

こども医療費助成 こども未来課 0965-33-8721

休日在宅当番医制・休日歯科救急診療 健康福祉政策課 0965-33-4003

出産祝い金 こども未来課 0965-33-8721

保育料軽減 こども未来課 0965-33-8721

就学援助 学校教育課 0965-33-6133

奨学資金貸付 教育政策課 0965-33-6131

産後ケア事業 健康推進課 0965-33-5116

ショートステイ・トワイライトステイ こども未来課 0965-33-8721

病児・病後児保育 こども未来課 0965-33-8721

こどもプラザ/つどいの広場等 こども未来課 0965-33-8721

放課後児童クラブ こども未来課 0965-33-8721

ファミリーサポートセンター こども未来課 0965-33-8721

児童扶養手当 こども未来課 0965-33-8721

ひとり親家庭等日常生活支援 こども未来課 0965-33-8721

支援メニュー 問合せ先 電話番号 備考

移
住
定
住

移住支援金 企画政策課 0965-33-4104

移住・定住促進補助金 企画政策課 0965-33-4104

熊本県移住視察支援交通費等補助金 企画政策課 0965-33-4104 県


