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が利用できる地方公共団体などは、

＜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。
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フラット３５サイト（ www.flat35.com ）からご確認いただけます

津市 津市空き家有効活用推進事業補助金 ○ 2018/5/1
都市計画部
都市政策課

059-229-3290

津市 津市美杉地域空き家情報バンク利用物件改修費補助金 ○ 2018/5/1
美杉総合支所
地域振興課

059-272-8080

津市 津市美杉地域移住促進のための空き家リノベーション補助金 ○ 2018/5/1
美杉総合支所
地域振興課

059-272-8080

四日市市 四日市市子育て・若年夫婦世帯の住み替え支援補助金 ○ 2020/7/1
都市整備部
都市計画課

059-354-8272

四日市市 四日市市子育て・若年夫婦世帯の近居支援補助金 ○ 2020/7/1
都市整備部
都市計画課

059-354-8272

四日市市
四日市市三世代同居等支援補助金
(建替えに限る。）

○ 2020/7/1
都市整備部
都市計画課

059-354-8272

伊勢市
伊勢市移住促進のための空き家リノベーション支援事業費補助金
　（住宅の取得を伴う場合に限る。）

○ 2018/10/30
都市整備部
住宅政策課 空家対策係

0596-21-5597

伊勢市
伊勢市空家に住んでみません家事業改修補助金
　（住宅の取得を伴う場合に限る。）

○ 2018/10/30
都市整備部
住宅政策課 空家対策係

0596-21-5597

鈴鹿市 鈴鹿市移住促進のための空き家リノベーション等補助金 ○ 2020/7/1
都市整備部
住宅政策課

059-382-7616

名張市 名張市子育て世帯に対する中古住宅等リノベーション支援事業 ○ 2022/4/1
都市整備部
営繕住宅室

0595-63-7740

名張市 名張市移住促進のための空家リノベーション支援事業 ○ 2018/5/1
都市整備部
営繕住宅室

0595-63-7740

亀山市
亀山市移住促進のための空き家リフォーム支援事業
（住宅の取得を伴う場合に限る。）

○ ○ 2018/10/1
産業建設部
都市整備課 住まい推進グループ

0595-84-5038

いなべ市 いなべ市結婚新生活支援事業補助金 ○ 2022/1/4
健康こども部
児童福祉課

0594-86-7821

木曽岬町 木曽岬町移住促進空き家改修支援事業費補助金 ○ 2021/12/1 建設課 0567-68-6106

多気町 多気町空き家情報登録制度を利用した移住定住支援助成金 ○ ○ 2022/4/1
企画調整課
企業振興係

0598-38-1124

紀宝町 紀宝町移住促進のための空き家リノベーション支援事業費補助金 ○ 2022/1/4 企画調整課 0735-33-0334

紀宝町 紀宝町空き家改修支援事業 ○ 2022/10/1 企画調整課 0735-33-0334

紀宝町 紀宝町結婚新生活支援補助金 ○ 2022/1/4 企画調整課 0735-33-0334

紀宝町
紀宝町住宅購入支援事業
（住宅を新築又は購入した時点において義務教育終了前の子どもと同居する場合に限る。）

○ 2022/10/1 企画調整課 0735-33-0334

紀宝町 紀宝町木造住宅建設促進対策事業 ○ 2022/1/4 産業振興課 0735-33-0336
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岡崎市 岡崎市結婚新生活支援補助金 ○ 2022/4/1
都市基盤部
住宅計画課 居住支援係

0564-23-7269

岡崎市 岡崎市産材住宅建設事業費補助金 ○ 2022/4/1
経済振興部
森林課 林政企画係

0564-82-3102

春日井市 春日井市空き家付き土地の購入等に対する補助金 ○ ○ 2022/4/1
まちづくり推進部
住宅政策課

0568-85-6572

豊川市 豊川市空家バンク利活用費補助金 ○ 2021/9/1
建設部
建築課

0533-89-2144

碧南市 碧南市三世代住宅建設等促進補助金 ○ 2022/5/2
建設部
建築課 建築行政係

0566-95-9907

刈谷市 刈谷市三世代同居等住宅取得等支援補助金 ○ 2021/4/1
都市政策部
まちづくり推進課

0566-62-1022

豊田市 豊田市山村地域等定住応援補助金事業 ○ ○ 2022/4/1
都市整備部
定住促進課

0565-34-6728

安城市 安城市多世代住宅補助金 ○ 2022/5/2
建設部
建築課 建築指導係

0566-71-2241

西尾市 西尾市三世代同居対応住宅支援事業補助金 ○ 2022/4/1
都市整備部
建築課

0563-65-2381

西尾市 西尾市結婚新生活支援補助金 ○ 2022/4/1
総合政策部
秘書政策課

0563-65-2154

蒲郡市 蒲郡市三世代同居・近居促進補助金 ○ 2019/4/3
建設部
建築住宅課 管理担当

0533-66-1132

犬山市 犬山市ふるさと定住促進サポート事業補助金 ○ 2022/4/1
都市計画課
建築景観担当

0568-44-0331

犬山市 犬山市空き家利活用改修費補助金 ○ 2022/4/1
都市計画課
建築景観担当

0568-44-0331

犬山市 犬山市働きて定住促進サポート事業補助金 ○ 2022/4/1
都市計画課
建築景観担当

0568-44-0331

小牧市 小牧市三世代同居住宅支援補助金及び三世代近居住宅支援補助金 ○ 2022/4/1
都市計画課
居住推進係

0568-39-6534

小牧市 小牧市定住促進補助金 ○ 2022/4/1
都市計画課
居住推進係

0568-39-6534

稲沢市 稲沢市三世代すまいる支援補助金 ○ 2022/7/1
建設部
建築課 住宅グループ

0587-32-1418

知立市 知立市耐震化促進等に係る多世代住宅補助金 ○ 2021/5/6
建設部
建築課 建築係

0566-95-0128

岩倉市 岩倉市三世代同居住宅支援補助金及び岩倉市三世代近居住宅支援補助金事業 ○ 2017/7/1
建設部
都市整備課 計画営繕グループ

0587-38-5814

田原市 田原市定住・移住促進奨励金 ○ 2022/4/1
都市建設部
建築課

0531-23-3684

田原市
田原市空き家等活用促進事業補助金
（空き家改修費補助事業に限る。）

○ 2020/9/1
都市建設部
建築課

0531-23-3684

大口町
大口町同居支援補助金及び大口町近居支援補助金
（リフォームを除く）

○ 2019/9/12
まちづくり部
まちづくり推進課

0587-95-1614

大口町
大口町空家活用改修費補助金
（購入される空き家に限る）

○ 2019/11/15
まちづくり部
まちづくり推進課

0587-95-1614

大口町 大口町木造住宅除却費補助金 ○ 2019/11/15
まちづくり部
まちづくり推進課

0587-95-1614

東浦町 三世代近居等定住促進補助金 ○ 2021/5/6
企画政策部
企画政策課

0562-83-3111

東浦町 東浦町新婚新生活支援補助金 ○ 2021/12/1
企画政策部
企画政策課

0562-83-3111

南知多町
南知多町空き家バンク制度補助金
（新築費補助または中古住宅購入費補助に限る。）

○ 2018/8/1
総務部
まちづくり推進室

0569-65-0711

美浜町 美浜町新築及び中古住宅取得費補助金交付事業 ○ 2022/4/1
産業建設部
都市整備課

0569-82-1111
（内線246）

幸田町
幸田町民間木造住宅耐震改修費補助金
 （除却工事を行い、その敷地に新たに住宅を建築する場合に限る。）

○ 2019/11/1
建設部
都市計画課 計画整備グループ

0564-63-5124
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岐阜県 ぎふの木で家づくり支援事業費補助金（新築） ○ 2022/1/4
林政部
県産材流通課

058-272-8487

岐阜市 岐阜市中心市街地新築住宅取得助成金 ○ 2022/4/1
まちづくり推進部
まちづくり推進政策課

058-214-4494

大垣市 大垣市子育て世代等住宅取得支援事業 ○ 2017/11/1
都市計画部
住宅課

0584-47-8184

高山市
飛騨高山ふるさと暮らし・移住促進事業
（空家取得費・改修費補助金で空家取得費に係る融資を受ける場合に限る。）

○ 2017/5/25
飛騨高山プロモーション戦略部
ブランド戦略課

0577-35-3001

高山市 まちなか定住促進事業 ○ 2017/5/25
商工労働部
雇用・産業創出課

0577-35-3182

高山市 高山市匠の家づくり支援事業 ○ 2022/1/4
林政部
林務課

0577-35-3143

高山市 高山市東濃桧と飛騨の杉の家づくり支援事業 ○ 2022/1/4
林政部
林務課

0577-35-3143

高山市 高山市市街地景観保存区域建造物修景事業 ○ 2022/1/4
都市政策部
都市計画課

0577-35-3180

高山市 高山市景観重要建造物修景事業 ○ 2022/1/4
都市政策部
都市計画課

0577-35-3180

多治見市 多治見市空き家再生補助金 ○ 2022/4/1
都市計画部
都市政策課 都市政策グループ

0572-22-1321

多治見市
多治見市農地及び空き家再生補助金
（農地再生事業を除く）

○ 2022/4/1
産業観光課
農林グループ

0572-22-1258

関市 関市移住定住応援券等 ○ ○ 2022/4/1
市長公室
企画広報課

0575-23-9290

中津川市 中津川市新婚さん住まいる応援事業補助金 ○ 2022/1/4
定住推進部
定住推進課

0573-66-1111
（内線328）

中津川市 中津川市東濃桧と飛騨の杉の家づくり支援事業補助金 ○ 2022/1/4
農林部
林業振興課

0573-66-1111
（内線243）

瑞浪市 瑞浪市移住促進奨励金 ○ 2017/11/1
まちづくり推進部
市民協働課

0572-68-9756

瑞浪市 瑞浪市空き家等改修補助金 ○ 2018/5/15
まちづくり推進部
市民協働課

0572-68-9756

土岐市 土岐市定住促進奨励金 ○ 2019/4/26
地域振興部
まちづくり推進課

0572-54-1111

土岐市 土岐市空き家リフォーム補助金 ○ 2019/6/3
地域振興部
まちづくり推進課

0572-54-1111

土岐市 土岐市コロナ禍における県外からの定住促進奨励金 ○ 2022/5/2
地域振興部
まちづくり推進課

0572-54-1111

飛騨市 飛騨市住宅新築・購入支援助成金 ○ 2022/4/1
基盤整備部
都市整備課

0577-73-0153

飛騨市 飛騨市結婚新生活支援補助金 ○ 2021/10/1
企画部
総合政策課

0577-77-6558

飛騨市 飛騨市景観形成地区建築物等助成金 ○ 2021/10/1
基盤整備部
都市整備課

0577-73-0153

本巣市
本巣市三世代同居・近居住宅支援補助金
（住宅取得補助金に限る。）

○ 2017/11/1
健康福祉部
福祉敬愛課 児童福祉係

058-323-7752

本巣市 本巣市もとす暮らし応援補助金 ○ 2020/7/1
企画部
企画財政課 企画政策係

0581-34-5024

郡上市 郡上市三世代同居等支援住宅補助金 ○ 2022/4/1
市長公室
政策推進課

0575-67-1844

郡上市 郡上市産材住宅建設等支援事業 ○ 2018/11/1
農林水産部
林務課

0575-67-2121

下呂市
下呂市移住促進住宅購入費等助成事業
（住宅新築等補助金又は中古住宅購入費補助金に限る。）

○ 2017/11/1
地域振興部
地域振興課

0576-25-2252

海津市 海津市若年夫婦・子育て世帯住宅取得等奨励金 ○ 2022/5/2
総務部
企画財政課

0584-53-1113

関ケ原町 関ケ原町空き家リフォーム補助金 ○ 2018/5/15 企画政策課 0584-43-3052

関ケ原町 関ケ原町移住定住促進住宅支援事業補助金 ○ ○ 2019/8/1 企画政策課 0584-43-3052

輪之内町
輪之内町三世代同居近居住宅支援補助金
（住宅取得補助金に限る。）

○ 2022/4/1 経営戦略課 0584-69-3126

富加町 富加町定住促進奨励金 ○ 2018/3/1
総務課
企画係

0574-54-2111
 （内線172）

八百津町 八百津町空き家改修費支援補助金 ○ 2020/1/6
地域振興課
地域振興係

0574-43-2111

八百津町 八百津町結婚新生活支援補助金 ○ 2022/4/1
総務課
企画行政係

0574-43-2111
（内線2212）
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