
 あわじ暮らし   検索

「自然いっぱいの豊かな環境で子育てしたい」「自然の息吹の中でクリエイティブな仕事がしたい」
など、一人ひとりが希望するライフスタイルに応じた「あわじ暮らし」の実現をサポートします。　

「あわじ暮らし総合相談窓口」（NPOあわじ FANクラブ）
〒６５６-０００２　兵庫県洲本市中川原町中川原９２-１
TEL：０９０-１２４７-１５８９(移住相談員直通 )
E-mail：info@awajigurashi.com
http://awajigurashi.com/
開設時間：９：００～１７：００（面談は事前予約が必要）　　

あわじ暮らし総合相談窓口（県受託者：NPOあわじ FANクラブ）

期間： 最長3カ月
利用料： 無料

住所：洲本市五色町都志大日707番地

洲本農業研修生の短期滞在住宅
「たかた屋」

住所：淡路市興隆寺42番地

農家民宿
「天空庵」

期間： 1～6カ月
家賃： 25,000円/月 (水道・光熱費別)

住所：洲本市中川原町中川原92－1

都市農村交流施設
「宙－おおぞら」

1泊目　　　3,000円/日
2泊目　　　2,500円/日

すぐに移住を決めてしまうのは不安。
そんな方の為に、淡路島ではお試し住宅での体験移住を推奨しています。お試し住宅

3泊目以降　2,000円/日

基本宿泊料： 大人 (中学生以上)
小学生別料金

発行月　2018年 3月
発行　　あわじ島に住もう促進協議会 

●洲本市(農政課)

●NPO兵庫ふるさと創成センター●NPOあわじFANクラブ

「雁がね荘」

基本利用料 (2泊 3日 ): 20,000円
+1名あたり利用料 :        2,000円

期間 : 2 泊 3日から

問い合わせTEL : 0799-20-7779
URL : http://www.kariganesou.com/

 問い合わせTEL : 0799-33-1924
URL : http://sumotto-countrylife.jp/

問い合わせTEL : 080-5339-1378
URL : http://awaji-fan.com/

問い合わせTEL : 0799-64-1162
URL : http://hyogofurusato.com/

(水道・光熱費込み)

●個人運営 県補助金活用施設( )

住所 : 南あわじ市市福永      番地558

木造の二階建て日本家屋

(別途消費税あり)

単身はもちろん、夫婦や家族で始める、“初めての島暮らし”をサポート！
各市それぞれ、手厚い補助制度が整っているので、安心の新生活をスタートできます。

～住宅支援～
◆暮らす

上限     100万円
補助率  1/3

最大20万円

南あわじの特産品「淡路瓦」を
使用し一定条件を満たした
住宅への補助

夫婦(８０歳未満)                     ＋５０万円
中古                     ５０万円
新築・購入    上限 ２００万円

基本交付金
２００万円～
最大５００万円を助成

最長 ３年間
月額 １万円

淡路市 洲本市 南あわじ市

固定資産税相当分
(居住部分に限る)を
３年間助成

最長 ３年間
月額 ５千円～１万円

マイホーム取得補助

最長  ３年間
月額   5千円～１万円

■Uターン等促進家賃補助

■分譲地活性化促進金 ■淡路瓦屋根工事奨励金

　さらに…
　・子供ひとりにつき(中学生以下) ＋２０万円
　・市内業者＋３０万円

改修費・家財処分費
登記費用・引越し費用
(対象にする項目は上記から選択可)

内覧・見学交通費   最大２万円
引越し費用           最大５万円
登記費用          最大１０万円　
家財処分費          最大５万円
改修費　　　    最大８０万円

新築にこだわらない方は必見！
理想の空き家が見つかる「空き家バンク」を各市で完備。
さらに、空き家の改修にかかる費用やその他補助メニューも各市それぞれ潤沢にご用意。

空き家に住む
～改修費補助制度～

※
Uターン…地方から都市へ移住したあと、
　　　     再び地方へ戻ってくること

Jターン…地方から大規模な都市へ移住
　　　　 したあと、地方近くの中規模都市へ
　　　　 移住すること

Iターン…地方から都市へ、また都市から
　　　　地方へ移住すること

※UIJターン後、
市内企業に正社員として
就職した場合

月額１万円を３年間支給

新婚世帯住宅取得・家賃補助

※1 ※2 ※3

※1

※2

(空き家バンク物件)

※3

※5 ※6　

※4

※7

改修費            最大75万円
家財処分費      　最大5万円
登記費用         最大10万円
引越し費用      最大10万円

上限        90万円(淡路島内)
補助率　1/3

上限     100万円(淡路島外)

(淡路島外のみ)

※3

兵庫県
■空き家活用支援事業
改修費

  　   　 　　 

移転費 ※8

補助率1/3
補助率1/2

上限100万円
上限150万円
上限10万円

一般タイプ

若年・子育てタイプ

補助率   1/3

上限     100万円
(空き家バンクの物件を購入の場合)

(改修費・家財処分費)

（家賃補助のみ)

◆働く
～仕事支援～
淡路島では、島内で独立を目指す起業家を応援！
費用や時間のかかるスタートアップ時の支援を、一部ご紹介。

瀬戸内の風と温暖な気候。恵まれた自然の中で育まれる作物は、多岐にわたります。
そんな、淡路島という贅沢な環境で始める初めての農業を、研修時からサポートします。農業をはじめる

■ひょうごの農トライアル事業

■農業次世代人材投資資金(準備型)

■就農スタートアップ支援事業 ■就農支援資金の無利子支援事業

　ワンストップ窓口の設置

　上限：    50万円
　補助率： 1/2
　起業経費等

　上限：    100万円
　補助率： 1/3
　施設設備費等

淡路市 洲本市 南あわじ市
■新規創業者・第2創業者支援■女性・若者起業支援補助■新規起業者支援補助

兵庫県
■空き家活用への支援
改修費・起業等経費・移住経費 　最大 300万円
事業実施に必要な経費について無利子融資 　最大 300万円

※9 ※10

※11

※12

農業次世代人材投資資金(準備型)

優れた指導農家の元で
短期・中期の
就農体験を支援
例)短期…1～7日
　 中期…1カ月～6カ月
　　　　 (希望に応じて)

※15

就農予定時に
原則45歳未満で
一定の要件を満たした研修者に対し

1年につき150万円を
最長2年間給付 ※13・14

■農業次世代人材投資資金(経営開始型)

原則45歳未満で独立・自営就農し
一定の要件を満たした
認定新規就農者に対し

1年につき150万円を
最長5年間給付 ※13・14

新規就農者の地域との

マッチングを応援
※13・14

機械・施設の導入に
必要な資金を

無利子で貸付
※13・14

淡路島で暮らす・働く・育てる

2018年度版〝支援メニュー″早読み表
淡路市・洲本市・南あわじ市・兵庫県別



淡路市 洲本市 南あわじ市

子育て世代に優しい淡路島では、自然の中でのびのびと子育てができる、
お母さんに嬉しい理想の支援制度がいっぱい！

～子育て支援～
◆育てる

出産祝い金

第5子　            100万円
第4子　               50万円
第3子　               10万円
第2子　　               5万円

(10万円×5年間)

(20万円×5年間)

保育料支援

保育料の無料化
対象：第2子以降～(3歳児以上)

通勤・通学手当

医療費助成

医療費の無料化

通学費の助成
対象：    大学生
補助率： 1/3
上限：    ５万円

第2子以降            5万円

保育料の無料化
対象：第2子以降～(3歳児以上)

交通費の助成
対象： 島外への通勤者
上限： 月額 1万円

第1子・2子      　   3万円
第3子以降      　 10万円

保育料の無料化
対象：保育所、幼稚園、こども園に
　　  通所している3歳児以上

交通費の助成
対象：島外通勤　20％

島外通学　30％
島内通学　20％

医療費の無料化 医療費の無料化

※1

※2

※16

※1 ※17
※16

※4

※2
※3

( 中学 3年生まで ) ( 中学 3年生まで ) ( 所得制限あり・中学 3年生まで )※1 ※18 ※19

※別途補助要件等がありますので、詳細は下記の窓口にお問い合わせください。

※1 淡路市健康福祉部子育て応援課 (0799-64-2134)

※2 洲本市企画情報部魅力創生課 (0799-24-7641)

※3 南あわじ市総務企画部ふるさと創生課 (0799-43-5205)

※4 淡路市企画政策部まちづくり政策課 (0799-64-2506)

※5 洲本市五色総合事務所地域生活課 (0799-33-0160)

※6 南あわじ市産業建設部商工観光課 (0799-43-5221)

※7 洲本市企画情報部企画課 (0799-24-7614)

※8 兵庫県県土整備部住宅建築局住宅政策課 (078-362-3583)

※9 淡路市産業振興部商工観光課 (0799-64-2542)

※10 洲本市産業振興部商工観光課 (0799-24-7613)

※11 南あわじ市商工会 (0799-42-4721)

※12 ひょうご産業活性化センター新事業課 (078-977-9072)

※13 ( 淡路市内 )

　　 淡路県民局北淡路農業改良普及センター (0799-62-0671)

※14 ( 洲本市・南あわじ市内 ) 

　　 淡路県民局南淡路農業改良普及センター (0799-42-0649)

※15 ひょうご就農支援センター (078-391-1222)

※16 南あわじ市市民福祉部子育てゆめるん課 (0799-43-5219)

※17 洲本市健康福祉部子ども子育て課 (0799-22-1333)

※18 洲本市市民生活部保健医療課 (0799-24-7608)

※19 南あわじ市市民福祉部長寿・保険課 (0799-43-5217)

◆働く
～仕事支援～
淡路島では、島内で独立を目指す起業家を応援！
費用や時間のかかるスタートアップ時の支援を、一部ご紹介。

瀬戸内の風と温暖な気候。恵まれた自然の中で育まれる作物は、多岐にわたります。
そんな、淡路島という贅沢な環境で始める初めての農業を、研修時からサポートします。農業をはじめる

■ひょうごの農トライアル事業

■農業次世代人材投資資金(準備型)

■就農スタートアップ支援事業 ■就農支援資金の無利子支援事業

　ワンストップ窓口の設置

　上限：    50万円
　補助率： 1/2
　起業経費等

　上限：    100万円
　補助率： 1/3
　施設設備費等

淡路市 洲本市 南あわじ市
■新規創業者・第2創業者支援■女性・若者起業支援補助■新規起業者支援補助

兵庫県
■空き家活用への支援
改修費・起業等経費・移住経費 　　　　　最大 300万円
事業実施に必要な経費について無利子融資 　最大 300万円

※9 ※10

※11

※12

農業次世代人材投資資金(準備型)

優れた指導農家の元で
短期・中期の
就農体験を支援
例)短期…1～7日
　 中期…1カ月～6カ月
　　　　 (希望に応じて)

※15

就農予定時に
原則45歳未満で
一定の要件を満たした研修者に対し

1年につき150万円を
最長2年間給付 ※13・14

■農業次世代人材投資資金(経営開始型)

原則45歳未満で独立・自営就農し
一定の要件を満たした
認定新規就農者に対し

1年につき150万円を
最長5年間給付 ※13・14

新規就農者の地域との

マッチングを応援
※13・14

機械・施設の導入に
必要な資金を

無利子で貸付
※13・14

単身はもちろん、夫婦や家族で始める、“初めての島暮らし”をサポート！
各市それぞれ、手厚い補助制度が整っているので、安心の新生活をスタートできます。

～住宅支援～
◆暮らす

上限     100万円
補助率  1/3

最大20万円

南あわじの特産品「淡路瓦」を
使用し一定条件を満たした
住宅への補助

夫婦(８０歳未満)                     ＋５０万円
中古                     ５０万円
新築              上限 ２００万円

基本交付金
２００万円～
最大５００万円を助成

最長 ３年間
月額 １万円

淡路市 洲本市 南あわじ市

固定資産税相当分
(居住部分に限る)を
３年間助成

最長 ３年間
月額 ５千円～１万円

マイホーム取得補助

最長 ３年間
月額 １万円

■Uターン等促進家賃補助

■分譲地活性化促進金 ■淡路瓦屋根工事奨励金

　さらに…
　・子供ひとりにつき(中学生以下) ＋２０万円
　・市内業者＋３０万円

新築にこだわらない方は必見！
理想の空き家が見つかる「空き家バンク」を各市で完備。
さらに、空き家の改修にかかる費用やその他補助メニューも各市それぞれ潤沢にご用意。

改修費・家財処分費
登記費用・引越し費用
(対象にする項目は上記から選択可)

内覧・見学交通費   最大２万円
引越し費用           最大５万円
登記費用          最大１０万円　
家財処分費          最大５万円
改修費　　　    最大８０万円

空き家に住む
～改修費補助制度～

※
Uターン…地方から都市へ移住したあと、
　　　     再び地方へ戻ってくること

Jターン…地方から大規模な都市へ移住
　　　　 したあと、地方近くの中規模都市へ
　　　　 移住すること

Iターン…地方から都市へ、また都市から
　　　　地方へ移住すること

※UIJターン後、
市内企業に正社員として
就職した場合

月額１万円を３年間支給

新婚世帯住宅取得・家賃補助

※1 ※2 ※3

※1

※2

(空き家バンク物件)

※3

※5
※6　

※4 ※7

改修費            最大75万円
家財処分費      　最大5万円
登記費用         　　10万円
引越し費用           10万円

上限        90万円(淡路島内)
補助率   1/3

上限     100万円(淡路島外)

(淡路島外のみ)

※3

兵庫県
■空き家活用支援事業
改修費

  　   　 　　 
移転費 ※8

補助率1/3
補助率1/2

上限100万円
上限150万円
上限10万円

一般タイプ

若年・子育てタイプ
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