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が利用できる地方公共団体などは、

STEP 1

フラット３５サイトから【フラット３５】地域連
携型 地域別支援情報のバナーをクリック！

または右の二次元バーコードを
読み取り！

STEP 2

確認したい都道府県をクリック！

STEP 3

確認したい地方公共団体名をクリック！

STEP 4

選択した地方公共団体でのご利用要件や利用申請
書式などの詳細が確認できます。

フラット３５サイト（www.flat35.com）でご確認いただけます！

※地方公共団体において、予算枠に達するなどにより「利用申請書」の受付
が締め切られた場合、【フラット３５】地域連携型は、ご利用いただけま
せん。

※地方公共団体の予算枠につきましては、地方公共団体にお問合せください。

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。）

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－

〈フラット３５サイト〉

ハロー フラット35

クリック！

クリック！

＜注意事項＞●【フラット３５】地域連携型には予算額があり、予算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サイトでお知らせします。また、地方公共団体による補助金の交付などが終了した場合も受付を終了させていただきます。詳細は地方公共団体に
お問合せください。●【フラット３５】地域連携型の利用にあたっては、地方公共団体の実施する補助金交付などの対象であることを証明する「【フラット３５】地域連
携型利用対象証明書」の交付を受けることが必要です。●このほか、【フラット３５】地域連携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サイトをご覧いただくか、お客さまコールセンターまでお問合せください。●【フラット３
５】地域連携型は、借換融資には利用できません。
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連携する地方公共団体一覧（2021年４月１日現在）

地方
公共団体

地方公共団体の補助事業名
地方公共団体
お問い合わせ先

青
森
県

弘前市 弘前市空き家・空き地利活用事業費補助金 建設部建築指導課
0172-40-0522

八戸市 八戸市中心市街地まちなか住宅取得支援事業補助金 まちづくり文化スポーツ部まちづくり推進課
0178-43-9426

むつ市 むつ市空き家等利活用推進事業 都市整備部都市計画課
0175-22-1111

つがる市 つがる市移住者マイホーム応援事業 地域創生対策室
0173-42-2271

六ヶ所村 六ヶ所村尾駮レイクタウン北地区定住促進事業 政策推進課
0175-72-8136

階上町

はしかみ移住定住新築応援プロジェクト事業補助金 建設課下水道グループ
0178-88-2120

階上町駅前中央団地移住定住促進助成
総合政策課政策推進グループ
0178-88-2113

階上町空き家バンク住宅改修支援費補助金

岩
手
県

岩手県 住みたい岩手の家づくり促進事業 県土整備部建築住宅課
019-629-5934

盛岡市 盛岡市空き家等改修事業補助金 都市整備部都市計画課
019-639-9051

大船渡市 大船渡市住宅リフォーム助成事業 住宅公園課住宅建築係
0192-27-3111（内線325・322）

花巻市
花巻市子育て世帯住宅取得奨励金事業

地域振興部定住推進課
0198-41-3516

花巻市定住促進住宅取得等補助金事業

久慈市 移住定住促進事業費補助金 総合政策部地域づくり振興課
0194-52-2116

一関市
一関市移住者住宅取得補助金

まちづくり推進部交流推進課
0191-21-8852

一関市空き家バンク登録住宅改修等補助金

釜石市 釜石市ライフデザインU・Iターン補助金
商工観光課
0193-27-8421

住田町 住宅建築事業費補助金（すまいの補助金） 建設課住宅係
0192-46-2115

宮
城
県

塩竈市 塩竈市子育て・三世代同居近居住宅取得支援事業 建設部定住促進課
022-364-1126

白石市 白石市定住者補助金 市民経済部まちづくり推進課定住促進係
0224-22-1327

角田市 角田市結婚新生活支援事業補助金 総務部まちづくり政策課
0224-63-2112

登米市
登米市住まいサポート事業補助金 まちづくり推進部

観光シティプロモーション課
0220-23-7331登米市空き家改修事業補助金

栗原市
栗原市若者定住促進助成事業

企画部企画課定住戦略室
0228-22-1125

栗原市空き家リフォーム助成事業

東松島市 東松島市定住化促進事業費補助金
復興政策部復興政策課
基地対策・地域振興係
0225-82-1111

大崎市
大崎市住宅新築移住支援事業

建設部建築住宅課住宅担当
0229-23-2108

大崎市住宅購入移住支援事業

丸森町 しあわせ丸森暮らし応援事業 子育て定住推進課定住推進班
0224-51-9905

山元町 山元町移住・定住支援補助金 子育て定住推進課定住推進班
0223-36-9835

大和町

大和町三世代同居応援事業

まちづくり政策課
022-345-1115大和町子育て世帯等移住・定住応援事業

大和町空き家住宅購入支援事業

大郷町 大郷町住宅取得支援事業補助金 復興定住推進課
022-341-3061

色麻町
色麻町定住促進住宅取得等補助金

企画情報課
0229-65-2127

色麻町三世代同居等支援事業

加美町 加美町ファミリー住ま居る（スマイル)住宅取得補助金 ひと・しごと推進課
0229-63-5611

涌谷町
わくや新生活応援補助事業
（移住促進住宅取得補助事業及び住宅取得助成事業）

まちづくり推進課まちづくり推進班
0229-43-2119

地方
公共団体

地方公共団体の補助事業名
地方公共団体
お問い合わせ先

秋
田
県

秋田県 分譲宅地等売却促進事業（子育て支援、Aターン支援） 建設部建築住宅課調整・住宅政策班
018-860-2436

秋田市

秋田市多世帯同居・近居推進事業 都市整備部住宅整備課
018-888-5770

秋田市子育て世帯移住促進事業 企画財政部人口減少・移住定住対策課
018-888-5487

秋田市空き家定住推進事業
都市整備部住宅整備課
018-888-5770

秋田市がけ地近接等危険住宅移転事業

横手市

横手市三世代同居等促進住まい支援事業 総務企画部経営企画課
0182-35-2164

横手市木造住宅耐震改修等補助事業 建設部建築住宅課
0182-35-2224

横手市雪国よこて安全安心住宅普及促進事業

大館市
大館市定住奨励金 観光交流スポーツ部移住交流課移住推進係

0186-43-7149

大館市住宅リフォーム支援事業 建設部都市計画課建築指導係
0186-43-7083

由利本荘市 由利本荘市定住促進奨励金事業（住宅取得型） まるごと営業部移住まるごとサポート課
0184-24-6247

北秋田市 北秋田市移住者住宅支援事業 建設部都市計画課
0186-72-5246

にかほ市
にかほ市定住奨励金事業 商工観光部商工政策課

0184-43-7600
にかほ市若者夫婦・子育て世帯空き家購入奨励金事業

小坂町 小坂町移住定住促進奨励事業 総務課企画財政班
0186-29-3907

八峰町 八峰町住まいづくり応援事業 建設課
0185-76-4610

美郷町 美郷暮らし促進奨励金事業 商工観光交流課交流・商工班
0187-84-4909

羽後町 羽後町住宅取得奨励金交付事業 みらい産業交流課
0183-62-2111

山
形
県

酒田市 酒田市移住定住者住宅支援費補助金 地域共生課移住相談総合窓口
0234-26-5768

新庄市 新庄市若者世帯住宅取得助成金事業 総合政策課
0233-22-2115

寒河江市
寒河江市子育て定住住宅建築事業補助金 建設管理課 建築住宅係

0237-85-1627
寒河江市空き家バンク利活用リフォーム事業補助金

村山市 村山市子育て応援・定住促進事業 建設課
0237-55-2111

長井市 長井市定住促進補助金 建設課住まい政策室
0238-87-0863

尾花沢市
尾花沢市ふるさと暮らし応援事業 定住応援課

0237-22-1111
尾花沢市空き家活用支援事業

最上町 最上町空き家情報登録制度利活用購入補助金 最上町定住促進センター
0233-43-2261

舟形町 舟形町子育て支援及び若者定住支援交付金 地域整備課建設企画係
0233-32-0915

福
島
県

福島県 福島県多世代同居・近居推進事業 土木部建築指導課
024-521-7528

いわき市

いわき市三世代同居・近居支援事業 都市建設部住まい政策課
0246-22-1178

いわき市まちなか定住促進事業 都市建設部都市計画課
0246-22-7513

いわき市浜まち宅地再生支援事業 都市建設部都市整備課
0246-22-1138

白河市
白河市来て「しらかわ」住宅取得支援事業補助金 建設部建築住宅課建築係

0248-22-1111（内線2264・2265）

白河市空家改修等支援事業補助金 建設部まちづくり推進課空き家対策係
0248-22-1111（内線2744）

喜多方市

喜多方市多世代同居住宅取得支援事業
企画政策部地域振興課
0241-24-5306

喜多方市移住者住宅取得支援事業

喜多方市空き家改修支援事業 建設部都市整備課
0241-24-5267

桑折町 若者定住促進事業補助金（住宅取得支援事業） 総合政策課
024-582-2115

塙町
塙町分譲地住宅取得補助金

まち整備課
0247-43-2117

塙町住宅取得支援事業

石川町 石川町子育て世帯・若者世帯住宅取得支援事業 都市建設課都市整備係
0247-26-9131

三春町
三春町定住促進住宅取得奨励金交付事業

建設課建築グループ
0247-62-2113

三春町空き家改修等及び空き家除却事業

楢葉町 楢葉町子育て世帯等住宅取得奨励金 建設課建築住宅係
0240-23-6106

※ 補助事業等の要件以外に、【フラット３５】地域連携型固有の要件がある場合があります。
詳しくは、機構HPに掲載している【フラット３５】地域連携型利用申請書により内容をご確認ください。


