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教育委員会事務局

田野町立図書館

イベントホール

まちづくり推進課 総　務　課 保健福祉課

出納室

町長室

２階へ ２階へ議会事務局

町　民
ロビー入口

入口
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事　業　名 内　　容 対　　象　 担当課

家具転倒防止対策費補助
金

家具転倒防止器具の購入費の一部を補助。
購入費の２分の１（１人につき上限 1 万円）

田野町に住所を有する者 総務

家具転倒防止金具等取付
事業

最大４台までの家具への転倒防止金具等
取付補助（購入費の補助と併用可）

田野町に住所を有する世帯 総務

住宅耐震診断費補助金
住宅の耐震診断費を補助（木造：無料、
非木造：3 万円・/1 棟）

昭和 56 年 5 月 31 日以前に建築された住
宅の所有者

総務

住宅耐震改修費等補助金
（①）

住宅の耐震設計、工事費の一部を補助（設
計：305,000 円、工事：1,225,000 円、段
階的耐震：上限 648,000 円）

昭和 56 年 5 月 31 日以前に建築された住
宅の所有者

総務

ブロック塀等対策推進補
助（②）

避難路に面したコンクリートブロック塀
等の撤去又は改修費の一部を補助（上限
40 万円）

ブロック塀の所有者 総務

防災避難路緊急地震対策
事業費補助金

田野町避難用道路計画に位置付けられた
道路沿いに存在する建築物で、上記事業

（①、②）を活用した者に対し上乗せ補助

住宅耐震改修費補助金、ブロック塀等対
策推進補助金を活用した者※要相談

総務

事　業　名 内　　容 対　　象　 担当課

新築住宅建設促進事業
新たに住宅を建築する施工主に対して、
当該家屋に係る固定資産税の一部を補助

田野町に引き続き５年以上定住の意思が
ある者（2020.1.1 建築分まで対象）

総務

合併浄化槽設置整備事業
費補助

単独処理浄化槽から合併処理浄化槽への
転換等をされる方に対する補助

田野町に住所を有する者又は今後転入す
ることが確約できる者

保福

住宅リフォーム補助

町内業者を利用して行う、リフォームや増改
築工事に係る工事費（30 万円以上）の 20%（最
大 30 万円）を補助
過去に空き家バンクに登録した者、又は登録
を行う場合は工事費（30 万円以上）の 30%（最
大 40 万円）を補助

田野町内にある自己もしくは家族の居住
の為に所有する住宅及び空き家バンクに
登録した（希望する）住宅

総務

老朽建築物除却事業

老朽化が進んだ建物のうち、防災・防犯
面で危険と判断される建物等の解体工事
費用の一部を補助
①「居住用老朽建築物」
②「その他（倉庫・店舗等）の老朽建築物」

町内に所在する老朽建築物の所有者であ
ること等

まち

シカ個体数調整事業
狩猟期間にシカを捕獲した場合、１頭に
つき 8,000 円の捕獲報償金を支給

狩猟免許取得者（銃・わな）どちらか まち

事　業　名 内　　容 対　　象　 担当課

移住支援事業
（二段階移住）

高知市二段階移住支援事業費補助金決定者が当町
に引越した場合の引越し費用の一部を補助

高知市二段階移住支援事業費補助金交付決
定者で田野町へ移住した方

まち

事　業　名 内　　容 対　　象　 担当課

前立腺がん検診
特定健康診査（6/22、11/1）の会場にて、前立腺
がん検診が受診できます（無料）

50 歳以上の男性 保福

事　業　名 内　　容 対　　象　 担当課

特産品開発支援事業

①機器等購入事業　補助対象経費の 10
分の 9 以内（上限 27 万円）
②パッケージ事業　補助対象経費の 10
分の 9 以内（上限 27 万円）

町内で特産品開発に取り組む団体等 まち
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事　業　名 内　　容 対　　象 担当課

軽度生活援助事業
外出時の援助、家事援助（食事、洗濯、掃除
等）等

65 歳以上の高齢者のみの世帯、日常生活
上の援助が必要な方

保福

外出支援事業
月額 3,000 円分のタクシーチケットを交付

（年額最大 36,000 円、利用者 1 割負担）

65 歳以上の高齢者または高齢者のみの世
帯、下肢が不自由な方、自宅から田野町
コミュティバスの運行路線（運休路線を
含む）まで 1㎞以上離れており、かつ、運
転免許を保有しない方

保福

緊急通報装置設置
みまもり、緊急時の疾病、災害等の緊急通報
システムの貸出

65 歳以上の独居高齢者及び身体障害者 保福

在宅介護手当
在宅にて要介護者を常時介護している方に月
額 10,000 円の手当を支給

寝たきり状態の 40 歳以上の方、重度な認
知者、身体障害者 1 級（肢体）を常時介
護している方

保福

長寿年金 長寿年金の支給 85 歳以上の高齢者 保福

重度心身障害者福祉手
当

重度心身障害者に対して年額 24,000 円の福
祉手当を支給

世帯合計所得が 200 万円以下で、身体障
害者 1 ～ 3 級等、日常生活上の常時介護
を要する方

保福

福祉医療（障害者） 医療費の自己負担分を、町が助成

身体障害者手帳、療育手帳のいずれかを
お持ちの方（障害の程度、所得等により
対象とならない場合がございますので、
事前にご相談ください）

保福

配食サービス
高齢者等に配食サービスを提供

（1 回 400 円）
65 歳以上の独居高齢者等や虚弱高齢者世
帯

社協

事　業　名 内　　容 対　　象 担当課

結婚新生活支援事業補
助金

新婚世帯の住居費や引越し費用の一部を補
助（30 万円限度）

夫婦の合計所得額が 340 万円未満の方 保福

すこやか定住祝い金事
業

第 3 子以降に対し出産祝金 10 万円、育児奨
励金月額 1 万円（就学前まで）、学校給食費
支援金を支給

3 人以上出産した方で、田野町に住所を有
し、引き続き定住意思のある者

保福

教委

奨学資金貸与制度 無利子奨学資金
高等学校、大学等に進学しようとする者
であって経済的事由により就学困難な者

教委

要保護及び準要保護児
童生徒就学援助費支給
制度

学用品、給食費等、学校で必要な経費の一
部を援助

生活保護法に規定する要保護者、又は教
育委員会が要保護者に準ずると認める者

教委

福祉医療（乳幼児・児童） 医療費の自己負担分を、町が助成 出生から中学校卒業するまでの児童 保福

福祉医療（ひとり親） ひとり親家庭の医療費を助成
18 歳に達する日以後の最初の 3 月 31 日
までの間にある児童のいるひとり親家庭

保福

インフルエンザワクチ
ン接種補助

0 歳 6 ヶ月～ 6 歳（小学校未就学児童）ま
でのインフルエンザワクチン接種費用全額
補助

田野町に住所を有し、町内医療機関でイ
ンフルエンザワクチンを接種する児童

保福

シール
を集め

ると

お得が
いっぱ

い



12

対象となる建築物

①昭和 56 年 5 月 31 日以前に建築された木造住宅（戸建、併用住宅）

②耐震診断士が診断したもので、上部構造評点が 1.0 未満と診断された木造住宅

③耐震診断士の精密診断法により、改修後の評点が 1.0 以上となる木造住宅

補　助　内　容

１　耐震診断士による診断を受ける（無料）　　

２　設計事務所に依頼して行った耐震改修設計に要した費用　→　上限　   305,000 円

３　工務店等に依頼して行った耐震改修工事に要した費用　　→　上限　1,225,000 円

　　※高知県の登録制度に登録している業者等

（注１）の場合

１　田野町が指定する特定耐震診断士による診断を受ける（無料）　　

２　設計事務所に依頼して行った耐震改修設計に要した費用　→　上限　   400,000 円

３　工務店等に依頼して行った耐震改修工事に要した費用　　→　上限　1,500,000 円

　　※高知県の登録制度に登録している業者等

対象となるブロック塀等
①緊急輸送道路又は避難路に面している危

険性の高いコンクリートブロック塀等

②田野町避難用道路計画に基づく避難ルート

沿いに存在する危険性の高いコンクリートブ

ロック塀等（※上乗せ補助が受けられます）

補助金の算定方法 上限　400,000 円 / 件
①の上限を超えるもので、200,000 円 / 件ま
で上乗せ補助（条件有り）
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対象者
　田野町への移住を希望する町外在住者
　（転勤による転入や旅行に伴う宿泊利用者は除く）

所在地 　高知県安芸郡田野町２５１９－３１

使用期間
　２泊以上２９泊以内
　（12 月 29 日から１月３日を除く）

使用料
（1世帯）

　１泊あたり 1,000 円（20 泊以上は 20,000 円）
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