個人や団体への主な補助金・奨学金・貸与金
補

助

金

名

避難所改修補助金

概

略

説

明

補

助

額

まち(むら)づくり協議会、自治会、集落等が管
補助率 2/3以内
理 する集会所・公民館・公会堂で避難所とし
交付限度額
て位 置付けている若しくは整備を行い避難所
1,000万円(建替・新築)
として 位置付けようとしている施設を整備・
300万円（改修）
改修する ための費用の一部を補助する。

問合せ先

総務課

自衛消防施設等整備事業補 地域の消防活動に必要な施設、設備等の整備に 補助率 1/2
助金
要する費用の一部を助成
交付限度額 7万円

総務課

・器具のみ
１灯につき設置経費の50%の額
ＬＥＤ防犯灯の新設、器具の更新
日南町ＬＥＤ防犯灯設置補
最高限度額 20,000円
自治会、地域まちづくり協議会に対し補助金交
助金
・支柱込み
付する。
１灯につき設置経費の50%の額
最高限度額 60,000円

総務課

いきいき定住促進条例
(1)結婚祝金

居住意思のある者の結婚

３万円

企画課

(2)出産祝金

出産

２万円

福祉保健課

(3)定住奨励金

町内の新規学卒者、及び５０歳未満の転入者が
１０万円
就労後３年経過した場合

企画課

(4)住宅補助金

(1)～(3)に該当した者が住宅の改修、取得をし
３０万円以内
た場合

企画課

①起業、②異業種参入、③新製品開発、④事業
の経営改善のための特定経費（備品は20万円
以 上）に対し、補助する。
補助率１／２
チャレンジ企業支援補助金
【要件】３年以上継続、３年以内での新規常用 上限額50万円、下限額１０万円
雇用又は補助金額以上の売り上げ見込みである
こと等。

企業立地奨励条例

一定規模の投下資本額または常勤雇用がある工
場等の新増設のための土地取得費又は借地料。
（一定規模以上の企業立地については、別途鳥
取県等の支援制度あり）

企画課

土地購入価格×1/2以内（上限２
千万円）。借地料×1/2以内（上
企画課
限年20万円）,５年間。固定資産
税免除制度あり。

鳥取力創造運動支援補助金 ＊審査会あり。詳細は鳥取県ホームページで。
(1)スタートアップ型(新規) 新規、試行的な地域活性化の取り組み
補助率10/10、上限10万円
(2)スタートアップ型(継続)
〃、(1)を工夫し継続する場合
〃 3/4、上限10万円
日野振興ｾﾝ
(3)発展型
〃、発展型で他のモデル、又は複数市町村間
〃 3/4、上限100万円
ﾀｰ （町企画
連携事業
課）
(4)ネットワーク型
〃、複数活動団体の連携
〃 3/4、上限200万円
(5)ビジネスモデル創出型 ビジネスモデルを確立する事業
〃 3/4～2/3、上限500万円
(1)買物支援事業の仕組みづくり、移動販売車
購 入等
(2)配食サービス、墓参り代行等
日野振興ｾﾝ
みんなで支え合う中山間地 (3)伝統文化の伝承,景観・環境保全,都市との交 （略）鳥取県のホームページ等を
ﾀｰ （町企画
域づくり総合支援補助金
流等経費
参照願います。
課）
(4)特産品製造販、,農家レストラン、宿泊施設
等 整備の経費
(5)生活防災経費
住宅改修助成金

個人用住宅の改修等に係る工事（平成２８年３
上限３０万円（発注工事費（消費
月３１日まで）。但し、発注業者は町内事業者
住民課
税を除く）の１／５）
に限定。

補

助

金

名

概

略

説

明

補

助

額

問合せ先

老朽危険家屋等の解体撤去又は倒壊家屋の撤去
老朽危険家屋等解体撤去補
上限３０万円（解体工事費（消費
に要する経費。但し、解体撤去業者は町内事業
住民課
助金
税を除く）の１／５）
者に限定。

家庭用発電設備等導入推進
補助金

(1)太陽光発電設備の導入費用の助成

１kWあたり７万円で４kW(２８
万 円）を上限。１kWあたりの補
助対 象経費が４５万円以上に
なった場 合、１kWあたり５千円
を乗じた額 を加算。

(2)燃料電池の導入費用の助成

上限２４万円（システム導入経費
の１／１０）

(3)給湯用ソーラーシステム又は自然循環式太
陽 熱温水器（集熱面積２㎡以上）の導入費用
の助 成

上限５万円（システム導入経費の
１／５）

住民課

森林エネルギー導入促進事 薪ストーブ、ペレットストーブ、薪ボイラー又 上限５万円（システム導入経費の
住民課
業費補助金
は暖炉の購入費用への助成
１／２）
家庭用生ごみ処理装置等購 家庭用生ごみ処理機（電気式・コンポストな
入費助成金
ど）の購入費用の助成

上限２万円（購入費用の１／２） 住民課

可燃ごみ袋助成金

３歳になるまで各年ごとに３回、 住民課
１００枚／年を無料配布
福祉保健課

子育て家庭への可燃ごみ袋の無料配布

肺炎球菌ワクチン接種費用の助成。但し、後期
肺炎球菌ワクチン接種助成
高齢者医療被保険者で過去５年間に接種してい ５千円
金
ない者。

住民課

障害者のための浴室・トイレ・居室等の住宅改
身体障害者等住宅改良助成
良経費への助成（身障手帳及び療育手帳の等
補助率2/3、上限80万円
金
級・障害部位により対象制限有り）

福祉保健課

次のいずれかに該当する方で、運転免許を持っ
ていない方（原付・小型特殊は除く）
①令和2年3月31日時点で70歳以上の方
（昭和23年4月1日以前に生まれた方）
②70歳未満で、介護保険の要介護認定、
日南町おでかけタクシーチ 要支援認定を受けている方
2万円/年のタクシー助成券
ケット交付
③70歳未満で、身体障がい者手帳（1
級・2級・3級）をお持ちの方
④70歳未満で、療育手帳（Ａ・Ｂ）をお
持ちの方
⑤70歳未満で、精神障がい者保健福祉手
帳（1級・2級）をお持ちの方

企画課
福祉保健課

心身障害者医療費・通院費 心身障害者の方（町民税非課税世帯）の医療
等助成金
費・通院費への助成

福祉保健課

基準額の1/4

在宅の難病患者の方に日常生活を便利にするた 障害の種類程度による給付制限、
難病患者日常生活用具等給
めの特殊寝台・入浴補助用具・たん吸引器等の 世帯の課税状況による自己負担等 福祉保健課
付
用具を給付
あり
地域生活支援日常生活用具 重度の身体障害者の方へストマ用装具、紙おむ
給付
つ等の日常生活用具を給付

福祉保健課

高齢者が在宅生活を続けるための住宅改修への
高齢者居住環境整備事業補
補助 （対象）住民税非課税世帯で要介護認定 補助率2/3、限度額40万円
助金
を受け ている方

福祉保健課

補

助

金

名

概

略

説

明

補

助

額

問合せ先

高齢者軽度生活援助

高齢者の１人暮らし、高齢者のみ世帯を対象に
家事援助、買物援助、住宅維持管理等日常生活 ２割～５割の自己負担あり
の支援を行う。

福祉保健課

独居高齢者自動消火器給付

１人暮らしの高齢者を対象に自動消火器を給付
自己負担あり
する

福祉保健課

母子父子家庭自立支援給付 母子父子家庭の親が就労のため高等技能訓練を
金
受ける費用を給付

福祉保健課

各種予防接種、がん検診等については別途ご案内します。

福祉保健課

農家の生産意欲を高め、農地の有効活用、農業
所得向上を図ることを目的とする。
対象：町内に住所があり、販売を目的とした個
購入事業費の1/3
意欲ある農業者支援助成金 人農家
（上限30万円まで）

農林課

内容：農業生産・加工に必要な機械、ハウスな
ど農業生産施設（購入価格が20万円を越える
も の）
イノシシによる農作物などの被害を受けている
農家で、電気牧柵等を設置しようとする場合の
イノシシ侵入防止柵の設置
設置資材費に係る補助
設置費用の2/3
補助金

農林課

対象：2戸以上の共同設置・団体・認定農業者
今まで被害が発生していなかったため防護をさ
日南町イノシシ被害防止柵 れていなかった農家で、急なイノシシの被害発
購入金額の1/3
緊急設置事業補助金
生により防止資材の購入・設置をされた農家に
購入の補助
ゆうきまんまん構想推進事
業(堆肥助成金)

日南堆肥センター堆肥の購入に対する助成
対象：水稲、販売野菜、家庭菜園等

農林課

水稲、販売野菜：1,500円/トン
家庭菜園等：600円/トン

農林課

町産材利用促進事業費補助 町産材を利用した住宅建築等に補助 （5ｍ3以 町産材：10,000円/ｍ3 FSC
金
上40ｍ3上限）
材：1,250円/ｍ3（上乗 せ）

農林課

(受手)認定農業者等（3年以上の
賃 貸借）
8,000円/10a
認定農業者・担い手農業者が、賃貸借により新
(受手)特定農業団体（3年以上の
日南町担い手規模拡大促進 たに農地を3年以上借り入れた場合、また、そ
作 業受託）
事業補助金
れ らの農業者に対して農地を提供した者につ
4,000円/10a
いて も助成金を交付する。
(貸手)集積協力者等（3年以上の
賃 貸借）
8,000円/10a

農業委員会

家庭用飲用水水質検査補助 簡易水道利用者以外の飲料水の水質検査
金
飲用適否を判断できる１３項目の検査内容

水質検査料の半額
度

建設課

家庭用水整備推進補助金

工事費の３分の１ 限度額９０万
円

簡易水道区域外の井戸掘削ポンプ整備等

１件５千円限

建設課

集落排水利用のため宅内の配管工事資金を低利
日南町農業集落排水設備工
融資 ＪＡの取扱い、５年以内の元利均等償還 １６０万円を限度
事資金融資あっ旋
現在利率0.9％

建設課

町道の維持修繕工事を実施する団体（自治会・
町道維持修繕工事用原材料
集落（班）・地域ボランティアグループなど） 工事に必要な原材料を支給
支給
に原材料を支給

建設課

補

助

金

名

町道除草委託料

概

略

説

明

町道の除草作業を地元団体に委託

補

助

額

道路 １０,000円/1kmあたり

問合せ先
建設課

県に登録した団体が、自主的に行う環境美化
参加者
100円/人・時間
鳥取県版参画型ボランティ （清掃・除草）活動
草刈機等 100円/台・時間
ア促進事業奨励金
活動規模：県が管理する土木施設で、任意の規
（上限10万円/年）
模

日野振興ｾﾝ
ﾀｰ 維持管理
課 （町建設
課）

県に登録した団体と県がパートナーシップに基
づいて協定を結び、一定区間の維持管理（除
鳥取県版協働型ボランティ 草・植栽管理・除雪等）を行う活動
ア促進事業交付金
活動規模：県が管理する土木施設で、道路
0.5km以上、河川0.2ha以上、植栽ます50㎡
以上

河川・道路・公園等 40円/㎡
植栽ます 500円/㎡
歩道除雪 ２0円/m
（上限40万円/年、
歩道除雪は２0万円）

日野振興ｾﾝ
ﾀｰ 維持管理
課 （町建設
課）

河川・道路・公園等 40円/㎡
植栽ます 500円/㎡
（上限60万円/年）
簡易施設設置交付金は施設設置の
原材料費等の額 （1団体につき
50万円まで）

日野振興ｾﾝ
ﾀｰ 維持管理
課 （町建設
課）

鳥取県版スーパーボラン
ティア支援事業交付金

公園、河川敷等を活用した地域づくりや賑わい
創出の活動と併せて適切な維持管理を継続して
行う活動
活動規模：県が管理する土木施設で、活用する
公共空 間の範囲

農林地を維持・保全し農林業を継続するため、 主要工種 農業用排水路、農道、
しっかり守る農林基盤交付 農林業者だけでは対応できない農林業生産基盤 区画整理、暗渠排水、農地保全等
建設課
金
の小規模な整備・補修を実施することにより継 補助率 ８0%
続的な維持・保全を図る。
担い手農家等意欲的な農家
基本補助率：農地50%
異常気象（暴風、豪雨、地震など）により被災
農業用施設65%
農地・農業用施設災害復旧 した農地や農業用施設の原形復旧
（補助率については、暫定法、激 建設課
事業
事業対象：１箇所の工事費が40万円以上
甚法に基づくかさ上げがありま
農業用施設は受益が２戸以上
す。）
日南町人材育成奨学金

保護者、または本人が町内に住所がある方に対
し、奨学金を貸与。卒業後１０年以内に返還。 ４０万円
（専門学校、短大、大学等）

看護師の資格取得の後、日南病院に勤務する意
思のある人に対し、看護学校就学の間(２～３
日南病院職員資格取得資金
年 間)年間６０万円を貸与する。日南病院に就 上限年６０万円(２～３年間)
貸与制度
職 後、勤務年数に応じて貸付金の返還額を免
除す る。

教育委員会

日南病院

