
2022年６月１日現在

が利用できる

①右のフラット３５サイト（www.flat35.com）
から【フラット３５】地域連携型 のバナーを
クリック！

または

②右の二次元バーコードを 読み取り！

＜注意事項＞●【フラット３５】地域連携型は、2023年３月31日までの申込受付分に適用となります（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サイトでお知らせします。）。●【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３５】地域連携型は、借換融資には利用できません。

九州版

クリック！

地方公共団体などは、下記方法でご確認いただけます

【フラット35】地域連携型利用対象証明書の発行手続きには、地方公共団体によって数週間以上かかる場合があります。
地方公共団体への申請はお早めにお願いします。また、最新の受付状況については各地方公共団体にお問合せください。
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宮崎市がけ地近接等危険住宅移転事業 新・中

宮崎市木造建築物等地震対策促進事業 新

都城市
都城市木造住宅耐震診断・耐震改修・住替え等

事業補助金
新・中

土木部 建築対策課

0986-23-2585

西都市 西都市子育て世代移住促進住宅取得助成金 新・中 新・中
商工観光課 さいとアピール係

0983-32-1011

三股町過疎地域定住促進奨励金 新・中 新・中

三股町空き家等情報バンク活用促進事業 中

三股町移住者向け空き家利活用促進支援事業 中

国富町 国富町働く若者新築等住宅取得支援事業 新・中 新・中 企画政策課 0985-75-3126

木城町 ふるさと回帰・きじょう暮らし定住促進奨励金 新・中 新・中 まちづくり推進課 0983-32-4727

日之影町
日之影町住宅新築・リフォーム定住促進事業補

助金
新・中 新・中 地域振興課 0982-87-3801

枕崎市 枕崎市移住者住宅確保支援補助金 新・中
企画調整課企画調整係

0993-72-1111

出水市 出水市定住促進事業補助金 新・中 新・中
商工観光部 観光交流課

0996-63-4059

薩摩

川内市
薩摩川内市定住住宅取得補助金 新・中

未来政策部 企画政策課 定住支援セン

ター 0120-420-200

日置市過疎地域移住定住促進事業費補助金 新・中 新・中

日置市空き家改修事業費補助金 中

曽於市 曽於市住宅取得祝金支給制度 新・中 新・中
企画課 地域創生推進室 定住推進係

0986-76-8802

霧島市 霧島市ふるさと創生移住定住促進事業 新・中 新・中
企画部 地域政策課 中山間地域活性化

ｸﾞﾙｰﾌﾟ 0995-45-5111

南九州市 南九州市移住定住促進対策補助金 新・中 新・中
ふるさと振興課 移住定住係

0993-83-2511

伊佐市 伊佐市移住・住み替え促進事業 新・中 新・中 中
企画政策課 政策調整係

0995-23-1311

姶良市 姶良市ふるさと移住定住促進事業 新・中 新・中
企画部 地域政策課 地域政策係

0995-66ｰ3111

さつま町 さつま町移住定住促進補助金 新・中 新・中
ふるさと振興課 移住定住係

0996-53-1111

大崎町 大崎町環境配慮型定住住宅取得補助事業 新・中 新・中
企画調整課 企画政策係

099-476-1111

東串良町移住促進事業補助金 新・中 新・中

東串良町空き家改修事業補助金 中

屋久島町 屋久島町移住者住宅取得事業等補助金 新・中
観光まちづくり課 地域振興係

0997ｰ43-5900

地方

公共団体

地方公共団体の

補助事業等名

地方公共団体

お問い合わせ先

宮

崎

県
企画商工課

0986-52-1114
三股町

宮崎市
都市整備部 建築行政課

0985-21-1813

地域活性化
子育て支援

東串良町
企画課

0994-63-3122

日置市
総務企画部 地域づくり課 定住促進係

099-248-9408

鹿

児

島

県



連携する地方公共団体一覧 〔利用できるプランの凡例〕
新：新築住宅が対象 中：中古住宅が対象
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福岡県既存住宅流通･多世代居住

ﾘﾉﾍﾞｰｼｮﾝ推進事業「リノベｄｅ補助」
中

建築都市部 住宅計画課 住環境整備係

092-643-3734

ふくおか県産材家づくり推進助成金交付事業 新
建築都市部 住宅計画課 民間住宅係

092-643-3731

北九州市 住むなら北九州 定住･移住推進事業 新・中 新・中
建築都市局 住宅部 住宅計画課

093-582-2592

福岡市 福岡市子育て世帯住替え助成事業 中
住宅都市局 住宅部 住宅計画課

092-711-4279

飯塚市戸建て中古住宅取得補助金 中 中

飯塚市筑豊地域外からの移住者住宅取得奨励金 新・中 新・中

柳川市 柳川市新婚世帯マイホーム取得支援事業 新・中
企画課企画係

0944-77-8423

八女市新築マイホーム取得支援補助金 新 新 企画部 定住対策課 定住対策係

八女市中古住宅取得支援補助金 中 中 0943-24-8162

八女市がけ地近接危険住宅移転事業補助金 新・中
総務部 防災安全課 消防防災係

0943-23-1731

八女材普及促進住宅資材助成事業 新
林業振興課 総務管理係

0943-23-1168

大野城市 大野城市木造戸建て住宅耐震改修等補助金 新 生活安全課 092-580-1897

宗像市中古住宅購入補助制度 中

宗像市古家購入建替え補助制度 新

宗像市三世代同居住宅支援補助制度 新・中

うきは市子育て世帯等マイホーム取得支援補助金 新 新

うきは市結婚新生活支援補助金 新・中 新・中

うきは市地域木材利用促進事業費補助金 新
農林振興課 林政係

0943-75-4975

嘉麻市 嘉麻市転入者等住まい応援交付金 新・中 住宅課 0948-42-7062

みやま市子育て世帯マイホーム取得支援補助金 新・中

みやま市結婚新生活支援補助金 新・中

桂川町 桂川町結婚新生活支援補助金 新・中
企画財政課企画広報係

0948-65-1085

佐賀県 佐賀県ふるさと木材利用拡大推進事業 新
農林水産部 林業課 林産担当

0952-25-7133

唐津市 唐津市空き家改修事業補助金 中
市民環境部 空き家対策室

0955-53-8036

多久市子育て･若者世帯定住奨励金 新・中 新・中

多久市空き家リフォーム補助金 中

伊万里市新築購入移住奨励金 新 新

伊万里市空き家購入移住奨励金 中 中

武雄市 武雄市定住特区補助金 新・中 新・中
まちづくり部 ハブ都市・新幹線課

0954-23-9160

小城市空き家改修費助成事業補助金 中

小城市過疎地域定住促進住宅取得奨励金 新・中 新・中

嬉野市移住促進応援金（ﾊｯﾋﾟｰｳｪﾙｶﾑ住宅取得応援金） 新・中 新・中

嬉野市空き家ﾊﾞﾝｸ利用促進補助金（ﾘﾌｫｰﾑ補助金） 中

神埼市定住促進住宅取得補助金 新・中 新・中

神埼市空き家改修費助成事業補助金 中

吉野ヶ里町定住奨励金 新・中 新・中

吉野ヶ里町空家流通促進事業補助金 中

基山町 基山町子育て・若者世帯の住宅取得補助金 新・中
定住促進課 定住促進係

0942-92-7920

上峰町定住促進奨励補助金 新・中

上峰町結婚新生活支援事業 新・中

玄海町定住促進奨励金 新・中

玄海町空き家バンクリフォーム等促進事業補助金 新・中 中  

有田町 有田町定住奨励金 新 新 まちづくり課 0955-46-2990

大町町 大町町定住奨励金（転入奨励金） 新・中 新・中
企画政策課 まちづくり政策係

0952-82-3112

白石町結婚新生活支援事業 新・中

白石町「空き家・空き地バンク物件」流通促進

奨励金
新・中

白石町移住・定住支援「空き家・空き地バンク

物件」空き家改修事業補助金
中

白石町ずっと住まいる応援事業補助金 新・中 新・中

まち未来課

0952-37-0332

企画財政課 企画調整係

0943-73-9152

企画振興課地方創生係

0944-64-1550
みやま市

吉野ヶ里町

多久市

伊万里市

小城市

嬉野市

地方公共団体

お問い合わせ先
 子育て支援

地方

公共団体

地方公共団体の

補助事業等名

飯塚市

地域活性化

福

岡

県

八女市

福岡県

都市建設部 建設政策課

0948-22-5500

経営企画部 経営企画課

0940-36-1284
宗像市

うきは市

神埼市
佐

賀

県

総務企画部 企画課 地域振興係

0952-37-0102

総合戦略課 白石創生推進係

0952-84-7132

総合政策課 地域づくり係

0952-75-2116

総合政策部 企業誘致・商工振興課 就

活・移住支援係 0955-23-2172

建設部 定住推進課 空家・市営住宅係

0952-37-6150

総合戦略推進部 企画政策課

0954-66-9117

白石町

まち・ひと・しごと創生室

0952-52-2182
上峰町

まちづくり課

0955-52-2156
玄海町
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長崎市 長崎市定住促進空き家活用補助金 中
建築部 住宅課

095-829-1189

佐世保市 佐世保市住宅新築・購入助成金 新・中
企画部 地域政策課西九州させぼ移住

サポートプラザ 0956-25-9251

島原市 島原市移住促進空き家改修費補助金 中
島原市 ｼﾃｨﾌﾟﾛﾓｰｼｮﾝ課 島原ふるさと

創生本部 0957-63-1111(代表)

諫早市３世代同居・近居促進事業 新・中
建設部 建築住宅課

0957-22-1500（代表）

諫早市空き家バンク利用登録者支援補助金 中
地域政策部 移住定住推進課

0957-22-1500（代表）

西海市 西海市子育て応援住宅建築支援事業補助金 新
建設部 住宅建築課

0959-37-0021

東彼杵町 東彼杵町持ち家奨励金 新・中 新・中
総務課 企画係

0957-46-1286

熊本市土砂災害危険住宅移転促進事業 新・中
政策局 危機管理防災総室

096-328-2490

熊本市がけ地近接等危険住宅移転事業 新・中
都市政策部 建築指導課

096-328-2513

熊本市戸建木造住宅耐震改修事業 新
住宅部 住宅政策課 住宅支援班

096-328-2449

熊本市移住者向け中古住宅購入補助金 中
住宅部 住宅政策課 住宅政策班

096-328-2438

八代市空き家バンク活用促進事業 中
建設部 住宅課 空家対策係

0965-33-4122

八代市土砂災害危険住宅移転促進事業 新・中
建設部 土木課 河川港湾係

0965-33-4471

八代市がけ地近接等危険住宅移転事業 新・中

八代市戸建木造住宅耐震化支援事業 新

山鹿市空き家バンク活用促進事業 中

山鹿市三世代同居住宅支援事業 新・中

山鹿市土砂災害危険住宅移転促進事業 新・中 建設部 建設課 0968-43-1584

山鹿市がけ地近接等危険住宅移転事業 新・中

山鹿市戸建木造住宅耐震改修等事業 新

宇土市土砂災害危険住宅移転促進事業 新・中
土木課 庶務係

0964-22-1111

宇土市がけ地近接等危険住宅移転事業 新・中

宇土市戸建て木造住宅耐震改修等事業 新

宇土市空き家バンク登録物件補助事業 中
まちづくり推進課 市民活動支援係

0964-22-1111

宇城市空き家改修等事業 中
市長政策部 地域振興課

0964-32-1906

宇城市土砂災害危険住宅移転促進事業 新・中

宇城市がけ地近接等危険住宅移転事業 新・中

宇城市戸建て木造住宅耐震改修等事業 新
土木部 都市整備課

0964-32-1694

玉東町定住促進住宅用地の分譲に伴う補助金 新 新 建設課 0968-85-3112

玉東町定住促進補助金 新・中 新・中

玉東町結婚新生活支援補助金 新・中

南関町 南関町定住住宅取得等補助金 新・中 新・中 まちづくり課 0968-57-8501

御船町土砂災害危険住宅移転促進事業 新・中

御船町がけ地近接等危険住宅移転事業 新・中

御船町戸建て木造住宅耐震改修等事業 新

益城町 益城町子育て世帯移住定住促進補助金 新
企画財政課 復興企画係

096-286-3223

大分県 おおいた材住宅ポイント事業 新
農林水産部林産振興室木材振興流通

対策班 097-506-3833

大分市移住者応援給付事業 新・中 新・中 土木建築部 住宅課

大分市中古住宅で始める子育て新生活応援事業 新・中 097-585-6012

臼杵市若年・子育て世帯定住促進住宅取得補助金 新・中

臼杵市三世代家族定住支援住宅補助金 新・中

臼杵市定住促進住宅取得補助金 新・中

臼杵市空き家改修事業補助金 中

豊後大野市持家取得助成事業 新・中

豊後大野市空き家改修補助事業 中

由布市 由布市空き家バンクリフォーム事業 中 中
市町部局 総合政策課

097-582-1111

国東市あったか家族マイホーム新築・購入応援奨励金 新・中 新・中

国東市空き家活用支援事業補助金 中

地方公共団体

お問い合わせ先

地域活性化

諫早市

地方

公共団体

地方公共団体の

補助事業等名

長

崎

県

子育て支援

臼杵市

秘書・総合政策課

協働まちづくりグループ

0972-63-1111

まちづくり推進課 地域振興係

0974-22-1001

豊後

大野市

山鹿市

市民部 地域生活課

0968-43-1114

建設部 都市計画課

0968-43-1591

大

分

県

大分市

都市整備課 建築住宅係

0964-22-1111

土木部 用地管理課

0964-32-1675

御船町
建設課

096-282-1312

玉東町
企画財政課 0968-85-3188

宇城市

宇土市

活力創生課 地域支援係

0978-72-5175

熊

本

県

国東市

建設部 建築指導課 指導係

0965-33-4750

熊本市

八代市


