H31.4現在

富山県内各市町村の移住・定住に係る支援制度一覧（その他）
市町村

項目

内容

お問合せ先

お問合せTEL

商業労政課

076-443-2073

http://www.city.toy
ama.toyama.jp/kika
kukanribu/kikakuch
oseika/daigakusei_t
eijyuu.html

企画調整課

076-443-2010

http://www.city.imi
zu.toyama.jp/guide
/svguidedtl.aspx?s
ervno=19338

未来創造課

0766-51-6614

https://www.city.u
ozu.toyama.jp/guid
e/svGuideDtl.aspx?
servno=81

教育総務課

0765-23-1043

https://www.city.u
ozu.toyama.jp/guid
e/svGuideDtl.aspx?
servno=13793

企画政策課

0765-23-1067

東京23区に５年以上継続して居住又は５年以上継続して勤務していた方が市内に転
入し、県の指定する企業に就職した場合、移住支援金を助成します。世帯：100万円、
単身：60万円、起業する場合、更に200万円

https://www.city.u
ozu.toyama.jp/guid
e/svGuideDtl.aspx?
servno=14706

地域協働課
定住応援室

0765-23-1095

東京圏、中京圏、関西圏の3大都市圏に、５年以上継続して居住していた方が市内に
３大都市圏居住者移住支
転入し、県の指定する企業に就職若しくは就職することが決まっている場合、移住支
援事業
援金を助成します。世帯：10万円、単身：６万円

https://www.city.u
ozu.toyama.jp/guid
e/svGuideDtl.aspx?
servno=14706

地域協働課
定住応援室

0765-23-1095

移住支援事業

東京２３区に在住または勤務していた者が本市へUIJターンし、就業もしくは起業した
場合、移住に要した費用を補助する。
１．補助対象者（下記のすべてを満たす者）
①東京23区在住者又は、東京23区への通勤者（いずれも直近5年以上）
②富山市に移住後1年以内の者（住民票により判断）
③対象法人に就業し、３ヶ月以上経過した者又は、起業支援金（富山県が交付）の
交付決定を受けた者
２．補助内容
1世帯あたり最大100万円（単身の場合は60万円）
※5年以内に富山県外へ転出や退職等により、対象外となった場合は、返還を求
める
３．支援対象となる就業先
都道府県が開設する「マッチングサイト」で補助対象とされている法人
＜主な要件＞
・官公庁（独立行政法人、第3セクター等を含む）でないこと
・資本金10億円以上の法人でないこと
・個人事業主及び法人格を持たない団体でないこと
・本店所在地が東京圏以外の地域にあること
４．起業支援金の対象となる者
＜主な要件＞
・東京圏以外の地域で起業する者
・富山県が地域再生計画に位置付ける社会的事業の分野で起業する者

富山市大学生定住促進
事業補助金

富山市内に位置する大学等に入学するために、富山市外から富山市内へ転入した富
山市在住の新入生学生への補助を行う。
①自転車市民共同利用システム(アヴィレ)の定期パスを登録している学生
【アヴィレ年間基本使用料（500円×12月分） 6,000円】
②自動車運転免許取得のために自動車教習所に通い、自動車運転免許を取得した
学生
【自動車運転免許取得費用 30,000円】

富山市

射水市 奨学金返還助成

奨学金返還助成

《Uターン型》
市の奨学金を利用して県外の大学等に進学した自宅外生
《Iターン型》
日本学生支援機構の奨学金を利用して射水市内の大学等へ進学した学生
奨学金年間返還額の１/２を助成【限度額96,000円/年（10年間）】
※卒業後就職し、市内に定住することが要件

魚津市奨学資金の貸与を受けている方のうち、下記の要件を満たした方に対し、返還
金の一部補助を行う。
【補助率】 奨学金返還額の２０％
【補助期間】 １０年間
【補助要件】 ※次の５つの要件を全て満たす方のみ対象
（１）県外大学等を卒業された方
（２）前年度１年間魚津市に住所がある方
（３）前年度に基準額以上の額を返還された方
（４）滞りなく奨学金の返還をされている方
（５）前年度の市税の滞納がない方

北陸職業能力開発大学校の学生のうち、下記の要件を満たした方に対し、奨学資金
を貸与する。
魚津市
【補助要件】
奨学資金
（１）北陸職業能力開発大学校に在学
（北陸職業能力開発大学
（２）卒業後、魚津市内に住所を有し、県内で就業を意思する者
校学生限定）
（３）北陸職業能力開発大学校の校長から推薦を受けたもの
※ 卒業後、魚津市在住及び県内就業の状況が一定期間継続した場合には、奨学
金の返還が全額免除となる。
移住支援事業・マッチン
グ支援事業（国事業）

URL

https://www.city.u
ozu.toyama.jp/guid
e/svGuideDtl.aspx?
servno=81

H31.4現在

富山県内各市町村の移住・定住に係る支援制度一覧（その他）
市町村

項目

内容

URL

お問合せ先

お問合せTEL

地域振興課

0766-74-8075

移住世帯生活応援金

氷見市に転入した者のうち、子育て世帯・新婚世帯など一定の要件を満たす者に１０
万円分の地域商品券を支給

http://www.city.hi
mi.toyama.jp/hp/d
epartmentTop/tosh
ikeiei/syoukou_teiju
/teijyu/node_25685

ぶり奨学プログラム

ぶり奨学ローン及び氷見市が指定した国・県・市による奨学金について、返済額の元
金及び利子相当額を助成。ぶり奨学ローンを借り入れた場合には、在学中の利子の
返済額を助成、また、卒業後１０年以内に氷見市に戻ってきた場合には、元金及び利
子の返済額について助成。
助成対象となる進学先：富山県および石川県以外に所在する大学（大学院を除く）、
短期大学、高等専門学校（４・５年次）、専修学校（専門課程）
助成限度額：借り入れたぶり奨学ローンなどの返済額のうち、最大で月額４万５千円×
４年間分（２１６万円）に相当する元金と利子分

http://www.city.hi
mi.toyama.jp/depar
tmentTop/kikaku/k
ikakuhisyo/seisaku
/node_35898

市内で開催される同窓会に要する経費の一部を補助する。（上限３万円）

https://www.city.n
amerikawa.toyama.j
p/kankou/4/2434.
html

生涯学習課

076-475-2111
（内線256）

新幹線通勤・通学補助

黒部市在住の方で、黒部宇奈月温泉駅発着の新幹線を利用して、県外に通勤・通学
している方の通勤・通学定期券の購入費の一部を補助。
通勤補助：定期券代から通勤手当除いた額の2分の1（上限1.5万円／月）
通学補助：2万円／月

http://www.city.ku
robe.toyama.jp/eve
nttopics/svTopiDtl.as
px?servno=8435

企画政策課

0765-54-2114

奨学金返還助成

黒部市奨学資金の貸与を受けている方が、下記の要件を満たした場合に返済金の
一部を補助。（平成28年度採用の貸付奨学生から適用）
＜補助率＞
前年度返済額の25％
＜要 件＞
（１）大学等を卒業後１年以内に市内に居住し、継続して居住している方
（２）前年度に基準額以上の額を返済した方（基準額＝貸付総額10分の１）
（３）奨学資金返済金及び市税の滞納がない方
＜補助期間＞
最大10年間（卒業後２年目から11年目まで）

http://www.city.ku
robe.toyama.jp/eve
nttopics/svTopiDtl.as
px?servno=57

学校教育課

0765-54-2701

浄化槽設置補助

下水道未整備区域において浄化槽を設置する場合に補助金を交付
（例：5人槽40万円、6～7人槽50万円、8～10人槽65万円）

上下水道課

0763-33-1111

農地林務課

0763-33-1111

農地林務課

0763-33-1111

企画調整課

0763-33-1111

生活環境課

0763-33-1111

定住支援課

0766-67-1760

http://www.city.oy
abe.toyama.jp/ijyu/
jyosei/1461720580
990.html

定住支援課

0766-67-1760

平成30年4月１日以後に転入し、小矢部市での生活のために市内の自動車学校を利
用し、普通自動車免許を取得した場合、その取得にかかった費用や、普通自動車免
車で安心小矢部暮らし応 許を持っている人が実際の運転に不安があるため講習を受けた際にかかった費用の
援助成事業
一部を助成します。
○普通自動車免許を取得した人 かかった費用の1/2（上限10万円）
○実際の運転に不安のある人 講習費用２回まで（上限1万円）

http://www.city.oy
abe.toyama.jp/ijyu/j
yosei/15245490070
32.html

定住支援課

0766-67-1760

合併処理浄化槽設置整
備補助

http://www.city.oy
abe.toyama.jp/sosh
iki/sangyokensetsu
ka/jyougesuidouka
/jyougesuidou/jyou
kasou/1455010208
339.html

上下水道課

0766-67-1760

氷見市

滑川市 同窓会開催支援

黒部市

散居景観保全事業
砺波市 生け垣設置補助
同窓会支援
生ごみ処理容器等購入
補助

http://www.city.to
nami.toyama.jp/ser
vice/1300855323.h
tml
https://www.city.to
「散居景観を活かした地域づくり協定」をむすんだ地区内の屋敷林の維持管理に要す nami.toyama.jp/ser
vice/1300948449.h
る費用の1/2を助成（上限：枝打ち25万円、育成15万円）
tml
http://www.city.to
生け垣植栽に要する樹木および資材の購入費の1/2について助成
nami.toyama.jp/ser
vice/1342589700.h
（上限30万円）
tml
地元で開催する同窓会に対して経費の一部を補助
http://www.city.to
（出席者1名につき1,000円、うち県内他市町村在住の出席者は2,000円、県外在住の nami.toyama.jp/info
/1460945742.html
出席者は3,000円、上限5万円）
http://www.city.to
生ごみ処理容器等購入費の1/3を助成
nami.toyama.jp/ser
vice/1300858327.h
（上限：簡易生ごみ処理容器 3千円、電気式生ごみ処理機 1万円）
tml

地方創生推進
0766-74-8011
課

http://www.city.oy

結婚新生活支援事業

平成31年１月１日以後に結婚した、夫婦ともに34歳以下で世帯所得が340万円未満の abe.toyama.jp/ijyu/
jyosei/1493281564
世帯に対し、アパートへの引越費用や敷金、礼金、共益費を助成
957.html

奨学金返還助成

奨学金の返還を行っている方に対し、返還額の一部を助成。
転入者 返還額の1/2（上限2万円）、在住者 返還額の1/4（上限1万円） 最大36か
月

小矢部市

下水道未整備区域において、住宅用の合併処理浄化槽を設置する場合、浄化槽の
規模に応じて補助を行います。
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三世代同居奨励金

１年間奨励金（住み替え世帯）
月額１万円×１年間
※市指定山間過疎地域は奨励金が１．５もしくは２倍

www.kurashi.city.na
南砺で暮らしません課 0763-23-2037
nto.toyama.jp

南砺市 三世代同居奨励金

２年間奨励金（新婚世帯）
月額２万円×１年間
月額１万円×１年間
※市指定山間過疎地域は奨励金が１．５もしくは２倍

www.kurashi.city.na 南砺で暮らしません課
0763-23-2037
nto.toyama.jp

南砺市奨学資金

市が実施する貸与型の奨学金。
高等学校・高等専門学校・自宅：10,000円以内/自宅外：30,000円以内
専修（専門）学校・短期大学・・・大学・自宅・自宅外：35,000円以内
返済を５年猶予し、勤務５年を経過・・・市内に通勤：全額免除/市街に勤務：１/２免除

三世代世帯推進事業

【給付金額】
1人目の孫…月額10,000円 2人目以降の孫…月額5,000円
【交付期間】
三世代世帯となった日の属する月から起算して、孫1人につき満3歳になる日が属する
月まで交付する。
※給付金の交付は、孫一人につき1回に限る。
【対象要件】
・同一棟(一戸建)、同一居室(集合住宅)に世帯全員居住し、住民基本台帳で同一世
帯登録となっていること。
※孫…生後6か月から満3歳に達するまでの乳幼児で、保育所、幼稚園、認定こども園
等を利用してない場合をいう。

http://www.town.k
amiichi.toyama.jp/e
TEL472-1111
vent企画課企画班
(内線223･225)
topics/svTopiDtl.as
px?servno=2011

奨学資金

【対象要件】
・本人又はその保護者が町内に住所を有すること。
・本人又はその保護者が町税を滞納していないこと。
・経済的理由により修学に困難があると認められる者
・就学意欲があり、勉学に励んでいると学校長からの推薦がある者
〈支給〉
高等学校･高等専門学校(1年生から3年生まで)月額5,000円
高等専門学校(4年生から5年生)(専攻科含む。)月額8,000円
短期大学(専修学校専攻過程を含む。)月額8,000円
大学 県内 月額8,000円以内 県外 月額10,000円
〈貸与〉
大学 県内 月額30,000円 県外 月額40,000円
※無利子。卒業後、町内居住を条件に一部返済免除あり。

http://www.town.k
amiichi.toyama.jp/g 教育委員会事
uide/svGuideDtl.as
務局
076-472-1111
px?servno=268
学校教育班 （内線346）

奨学資金融資に係る利
子補給

【対象要件】
・町内に住所を有し、学資の支弁が困難で、町内に本支店のあ
る金融機関から奨学資金の融資を受けた者であること。
【利子補給金】
・対象となる融資額は、年間授業料相当額(100万円限度)
・対象となる借入利率は、年2％限度
・補給期間は、学校(高等学校、高等専門学校、大学)の正規
の就学期間

上市町

【補助金額】
１団体あたり20,000円
※事業が20,000円に満たない場合は、その実績額を交付する。
【補助要件】
ふるさと同級会応援事業 ・町内の店舗等で開催されること。
・出席者に対して、町が提供する移住・定住などに関するパンフレットの配布及び周知
を行うこと。
・出席者数が15人以上(うち町外に住所を有する出席者数が５人以上)となること。
※上記すべて満たすこと。

教育総務課

0763-23-2012

教育委員会事
務局
076-472-1111
学校教育班 （内線346）

http://www.town.ka
miichi.toyama.jp/ev
TEL472-1111
ent企画課企画班
(内線223･225)
topics/svTopiDtl.as
px?servno=2009

H31.4現在

富山県内各市町村の移住・定住に係る支援制度一覧（その他）
市町村

項目

内容

奨学資金

【立山町奨学金】
《対象者》
・高校や大学等（短大・大学院を含む）に在学する方、またはその家族（立山町民）。
・成績優秀、品行方正で経済的な理由により修学困難な方、など。
《奨学金（給付型）》
①高校生等への奨学金（給付型）…月額8千円（卒業まで）
②大学生等への奨学金（給付型）…入学金及び年間授業料相当額（上限150万円）
③海外大学に留学する大学生等への奨学金（給付型）…留学準備金相当額（50万円
以内）

奨学金返還助成

【立山町奨学金返済応援補助金】
高等学校等への就学や大学等への進学に際して教育資金の融資を受けた方で、対
象学校を卒業後に就職し、本町に１年以上在住している場合に、返済する教育資金
の一部を補助。（最長10年間）
（※対象学校在学中に町の認定を受ける必要あり）
《補助金額》
①高等学校・県内の大学等を卒業し就職した場合・・・前年度返済額の5割（上限8万
円）
②県外の大学等を卒業し就職した場合・・・前年度返済額の5割（上限15万円）
※「立山町米百俵基金」に寄付いただいた企業に就職した場合は、
①6割（上限10万円）、②6割（上限18万円）

立山町

奨学資金の融資及び貸与を受けられた方に対し、利子補給金及び保証金補給金を
交付。
《対象者》 高校や大学(大学院を除く)、専門学校等に在学する方またはその家族（立
奨学資金融資にかかる利
山町民）
子補給及び保証金補給
《利子補給》 前年度に支払った利子額
《保証金補給》 前年度に支払った保証金額
※利子補給額と保証金補給額を合わせて上限額5万円
地域おこし協力隊退任後 地域おこし協力隊退任後も引き続き、朝日町に住む場合、退任翌月に250千円、その
定住応援
１年後の同月に250千円を支給する

【奨学生の要件】
・保護者等が町内に住所を有し、学資の支弁が困難な者。
・身体強健かつ品行方正で学業成績が優秀な者。
朝日町 加藤・森島奨学金給与事 ・高校以上の学校で、在学した学校長又は現に在学する学校長の推薦がある者。
業
【奨学金の額】
高校又は同程度の学校 月額8,000円
大学又は同程度の学校 月額15,000円

児童生徒体育服支援事
業

朝日町立小学校に入学する新１年生を体操として体操服購入支援申請書（引換券）
を保護者に支給する。
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