
子育て支援型・地域活性化型

子育て支援や地域活性化に積極的な地方公共団体の財政的支援と

セットで 【フラット３５】 の借入金利を一定期間引き下げます。

金利引下げ期間 金利引下げ幅

地方公共団体と機構が連携
四国４県版
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【フラット３５】Ｓと併せてご利用いただけます！

【フラット３５】Ｓとは、長期優良住宅など、質の高い住宅を取得する場合に、 【フラット３５】の借入金利を

金利Ａプランは当初10年間、金利Ｂプランは当初５年間、年0.25％引き下げる制度です。

併用する金利引下げプラン 金利引下げ期間 金利引下げ幅

当初５年間 年▲０．５％

６年目～
１０年目

年▲０．２５％

当初５年間 年▲０．５％

子育て支援型【フラット３５】

【フラット３５】 地域活性化型

【フラット３５】Ｓ
（金利Ａプラン）

【フラット３５】Ｓ
（金利Ｂプラン）

子育て支援型【フラット３５】

【フラット３５】地域活性化型

【フラット３５】Ｓの利用に当たっては、取得する住宅が省エネルギー性、耐震性、バリアフリー性または耐久性・可変性の基準のうち、いずれか１つ以上の基準に
適合する必要があります。基準の詳細は、フラット３５サイト（www.flat35.com）をご覧いただくか、お客さまコールセンター（0120-0860-35）までお問合せください。

子育て世帯に
憧れのマイホームを。

マイホーム取得で
地方移住の夢を現実に。

【フラット35】
当初５年間

の借入金利から
年▲0.25％

2020年6月1日現在



徳島県内で連携する地方公共団体一覧（2020年６月１日現在）

凡例：新築・中古：◎、新築：〇、中古：●

※地方公共団体の補助金交付などが終了した場合、受付を終了します。詳細は各地方公共団体にお問合せください。
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若年 UIJ ｺﾝﾊﾟｸﾄ 空き家 防災

子育て ターン ｼﾃｨ 活用 対策

阿南市 阿南市住んでみんでＡＮＡＮ事業 ◎ ◎ ◎
 建設部  住宅・建築課

 0884-22-3431

吉野川市
吉野川市しあわせ住まいづくり

支援事業
◎ ◎

 総務部  市長公室

 0883-22-2203

美馬市移住・定住住宅取得支援補助金 ◎ ◎
 美来創生局

 にぎわい交流課

 0883-52-8129

美馬市木造住宅耐震化促進事業

（住替え支援事業に限る）
◎

経済建設部

住宅・空き家対策課

0883-52-5612

三好市
三好市木造住宅耐震化促進事業

（住替え支援事業に限る）
◎

建設部 管理課

0883-72-7681

佐那河内村 佐那河内村定住支援住宅新築等補助金 ◎ ◎
 企画政策課

 088-679-2973

石井町
石井町木造住宅耐震化促進事業

（住替え支援事業に限る）
◎

 危機管理課

 088-674-1171

神山町若者定住支援住宅新築等補助金 ◎ ◎

神山町移住支援空き家改修事業補助金 ●

神山町空き家利活用改修事業補助金 ●

住宅建築資金借入利子補給金 ◎ ◎

定住促進補助金 ● ●

藍住町
藍住町木造住宅耐震化促進事業

（住替え支援事業に限る）
◎

 総務企画課

 088-637-3111

上板町定住促進

「住宅取得応援助成金」
◎ ◎

上板町木造住宅耐震化促進事業

（住替え支援事業に限る）
◎

東みよし町 東みよし町空家改修費等補助金 ●
 企画課

 0883-82-6302

上板町
 企画防災課

 088-694-6824

地方

公共団体
地方公共団体の補助事業等名

利用できるプラン

お問合せ先
子育て支援型 地域活性化型

同居 近居

美馬市

神山町

 産業観光課

 商工観光係

 088-676-1118

美波町
 政策推進課

 0884-77-3616



3※地方公共団体の補助金交付などが終了した場合、受付を終了します。詳細は各地方公共団体にお問合せください。

香川県内で連携する地方公共団体一覧（2020年６月１日現在）

凡例：新築・中古：◎、新築：〇、中古：●

愛媛県内で連携する地方公共団体一覧（2020年６月１日現在）

凡例 新築・中古：◎、新築：〇、中古：●

若年 UIJ ｺﾝﾊﾟｸﾄ 空き家 防災

子育て ターン ｼﾃｨ 活用 対策

高松市 高松市住宅取得支援事業 ◎
 都市整備局 都市計画課

 住宅・まちづくり推進室

 087-839-2136

東かがわ市 東かがわ市若者住宅取得補助事業 ◎ ◎
 総務部 地域創生課

 0879-26-1276

三豊市若者定住促進・

地域経済活性化事業
◎ ◎

三豊市空き家バンクリフォーム・

地域経済活性化事業
●

まんのう町 まんのう町若者住宅取得補助事業 ◎ ◎
 地域振興課

 0877-73-0122

三豊市
 政策部 地域戦略課

 0875-73-3011

地方

公共団体
地方公共団体の補助事業等名

利用できるプラン

お問合せ先
子育て支援型 地域活性化型

同居 近居

若年 UIJ ｺﾝﾊﾟｸﾄ 空き家 防災

子育て ターン ｼﾃｨ 活用 対策

松山市 松山市移住者住宅改修支援事業 ●
 都市整備部 住宅課

 089-948-6349

今治市移住促進事業 ◎

今治市移住者住宅改修支援事業 ●

宇和島市 宇和島市移住者住宅改修支援事業 ●
 総務部 企画情報課

 地方創生係

 0895-49-7105

八幡浜市 八幡浜市移住者住宅改修支援事業 ●
 企画財政部 政策推進課

 0894-22-3111(代)

新居浜市民三世代同居等支援事業 ◎ ◎

新居浜市移住者住宅改修支援事業 ●

西条市 西条市移住者住宅改修支援事業 ●
 市民生活部 移住推進課

 0897-52-1476

 産業部

 営業戦略課 定住交流推進室

 0898-36-1554

 企画部 地方創生推進課

 0897-65-1238

地方

公共団体
地方公共団体の補助事業等名

利用できるプラン

今治市

新居浜市

お問合せ先
子育て支援型 地域活性化型

同居 近居



愛媛県内で連携する地方公共団体一覧（2020年６月１日現在）

凡例 新築・中古：◎、新築：〇、中古：●

※地方公共団体の補助金交付などが終了した場合、受付を終了します。詳細は各地方公共団体にお問合せください。 4

若年 UIJ ｺﾝﾊﾟｸﾄ 空き家 防災

子育て ターン ｼﾃｨ 活用 対策

新築住宅取得費補助金

（大洲市移住・定住促進補助金）
○ ○

空き家取得費補助金

（大洲市移住・定住促進補助金）
● ●

空き家改修費補助金

（大洲市移住・定住促進補助金）
● ●

伊予市 伊予市移住者住宅改修支援事業 ●
 未来づくり戦略室

 089-982-1111（代）

四国中央市 四国中央市移住者住宅改修支援事業 ●
 総務部 政策推進課

 地方創生推進係

 0896-28-6005

西予市 西予市移住者住宅改修支援事業 ●
 総務企画部

 まちづくり推進課

 0894-62-6403

東温市 東温市空き家活用定住支援事業 ●
 総務部

 企画政策課 地域振興係

 089-964-4473

上島町空き家活用事業 ●

上島町移住者住宅改修支援事業 ●

久万高原町 久万高原町移住者住宅改修事業 ●
 ふるさと創生課

 移住促進班

 0892-21-1111

砥部町 砥部町移住者住宅改修支援事業 ●
 企画政策課

 089-962-7250

内子町 内子町移住者住宅改修支援事業 ●
 総務課 政策調整班

 0893-44-6151

伊方町 伊方町移住者住宅改修支援事業 ●
 総合政策課

 まちづくり戦略室

 0894-38-2659

松野町定住促進条例

（定住住宅建築奨励金）
○ ○

松野町移住者住宅改修支援事業 ●

鬼北町移住者住宅改修支援事業 ●

鬼北町空き家活用定住支援事業 ●

愛南町 愛南町移住者住宅改修支援事業 ●
 企画財政課

 0895-72-7317

松野町
 ふるさと創生課

 0895-42-1116

鬼北町

  企画振興課

  0895-45-1115

  (内線2212)

同居 近居

上島町
 企画情報課

 0897-77-2500

地方

公共団体
地方公共団体の補助事業等名

利用できるプラン

お問合せ先
子育て支援型 地域活性化型

大洲市

 総務企画部

 復興支援課

 0893-57-9989



※地方公共団体の補助金交付などが終了した場合、受付を終了します。詳細は各地方公共団体にお問合せください。

高知県内で連携する地方公共団体一覧（2020年６月１日現在）

凡例：新築・中古：◎、新築：〇、中古：●
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【フラット３５】子育て支援型・地域活性化型の利用手続き

＊上図は、一般的な手続きの流れを示しています。金融機関、地方公共団体および適合証明機関における手続きの順序は問いません。ただし、【フラット３５】子育て支援型・地域活
性化型利用対象証明書および【フラット３５】適合証明書は、借入れの契約時までに取扱金融機関へ提出する必要があります。
※1 借入申込みが可能な金融機関は、【フラット３５】の取扱金融機関となります。※2 適合証明機関は、検査機関または適合証明技術者（中古住宅購入の場合のみ）となります。
※3 取扱金融機関によって、事前審査を実施していない場合があります。事前審査は仮審査であり、借入申込後の正式な審査結果を約束するものではありません。※4 借入申込みに
当たっては、取扱金融機関の指定する申込関係書類に加えて、【フラット３５】子育て支援型・ 【フラット３５】地域活性化型利用希望の申出書を提出する必要があります。 詳しくは
、お申込み予定の取扱金融機関にご確認ください。※5 【フラット３５】地域活性化型（地方移住支援）の場合は「移住支援金の交付決定通知書」となります。※６ 補助金の交付
などは、各地方公共団体の制度に基づき地方公共団体が実施するもので、入居後に実施される場合もあります。

若年 UIJ ｺﾝﾊﾟｸﾄ 空き家 防災

子育て ターン ｼﾃｨ 活用 対策

高知県 こうちの木の住まいづくり助成事業 ◎
 林業振興・環境部

 木材産業振興課 利用促進担当

 088-821-4592

安芸市介護障害福祉人材確保

対策補助金
◎

 市民課 介護保険係

 0887-35-1003

 福祉事務所　障害福祉係

 0887-35-1009

安芸市三世代同居等移住支援事業 ◎

安芸市空き家改修費等補助金 ●

香美市
香美市子育て世帯

新築住宅取得支援事業
○

 企画財政課 企画調整班

 0887-53-3114

中土佐町移住者及び子育て世帯

住宅改修費等補助事業
● ●

中土佐町新婚・子育て世帯

住宅取得支援事業
◎

津野町 津野町若者定住促進住宅取得奨励金 ◎
 企画調整課

 0889-55-2311

安芸市

中土佐町

 企画調整課 企画係

 0887-35-1012

 企画課

 0889-52-2365

地方

公共団体
地方公共団体の補助事業等名

利用できるプラン

お問合せ先
子育て支援型 地域活性化型

同居 近居



営業時間 ： ９：００～１７：００（祝日、年末年始を除き、土日も営業しています。）〈フラット３５サイト〉

www.flat35.com 利用できない場合（国際電話など）は、次の番号へおかけください。

０４８-６１５-０４２０ （通話料金がかかります。）

0120-0860-35（通話無料）

お客さまコ－ルセンタ－

＜注意事項＞●【フラット３５】子育て支援型・地域活性化型及び【フラット３５】Ｓには予算金額があり、予算金額に達する見込みとなった場合は、受付を終
了させていただきます。受付終了日は、終了する約３週間前までにフラット３５サイト（www.flat35.com）でお知らせします。●【フラット３５】子育て支援
型・地域活性化型の利用にあたっては、住宅の耐久性などの【フラット３５】の技術基準やその他融資の基準を満たす必要があります。各基準の詳細は、フラッ
ト３５サイト（www.flat35.com）をご覧いただくか、お客さまコールセンター（℡.0120-0860-35）までお問合せください。●【フラット３５】子育て支援型
と【フラット３５】地域活性化型を併用することはできません。●【フラット３５】子育て支援型・地域活性化型及び【フラット３５】Sは、借換融資には利用で
きません。
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ハロー フラット35

【フラット３５】は第三者に賃貸する目的の物件などの投資用物件の取得資金にはご利用いただけません。

が利用できる詳しい要件等は、フラット３５サイト
（www.flat35.com）でご確認いただくか、
下の二次元バーコードを読み取りください。

【フラット３５】地域活性化型（地方移住支援）

【フラット３５】地域活性化型（地方移住支援）は、移住支援金※を
地方公共団体から受ける方が移住先で住宅を建設または購入する場合に、
【フラット３５】の借入金利を一定期間引き下げる制度です。

＊「移住支援金の交付決定通知書」の交付を受けるための条件については、各地方公共団体へご確認ください。
＊このほか、住宅の耐久性などの【フラット３５】の技術基準やその他融資基準を満たす必要があります。各基準の詳細はフラット３５サイト
（www.flat35.com）をご覧ください。
※ 移住支援金の要件など、詳しくは内閣官房・内閣府総合サイト（https://www.kantei.go.jp/jp/singi/sousei/ijyu_shienkin.html)をご覧ください。

■【フラット３５】地域活性化型（地方移住支援）の利用条件

【フラット３５】地域活性化型（地方移住支援）をご利用いただくためには、地方公共団体から移

住支援金※の交付決定通知書の交付を受ける必要があります。また、移住支援金の交付決定日から

５年以内に、取扱金融機関へ借入れの申込みをしていただく必要があります。


