
『移住支援』

№ 分類 事業名 概要
問い合わせ先

（課名・直通番号）

1 滞在施設
の設置・貸
出

移住お試しハウス 弘前市への移住、二地域居住を希望、検討している方に、一定期間生活
体験ができる場を提供します。

【使用期間】
使用単位を1週間とし、最長2週間（年度内1回）

【使用料】
5月～10月　18,000円／週
11月～4月　20,000円／週
※電気、上下水道、ガス、灯油、ＮＨＫ受信料、町会費を含む

ひろさき未来戦略研
究センター
0172-40-7121

『住宅支援』

№ 分類 事業名 概要
問い合わせ先

（課名・直通番号）

2 家を借りる 子育て支援住宅制度 子育て世帯を対象に、安心して子育てができる良質な公共住宅を低家賃
で提供します。

【対象者】
18歳以下（高校就学中）の子どもがいること　など

【住宅使用料の減額】
上限2万円として子ども1人（18歳以下）につき、1万円を下記の住宅使用料
から減額します。
3LDK：57,400円　　3DK：47,700円

財産管理課
0172-35-1321

3 家を購入
する・借り
る

空き家・空き地利活用事
業

空き家・空き地の利活用による移住・定住の促進を図るため、空き家・空き
地バンクに登録された物件の購入費用、賃借料の一部を補助します。

【対象者】
・空き地を購入し、その土地に住宅を新築する人
・空き家（敷地含む）を購入する人
・市外からの移住者で、空き家を賃借する人

【交付条件】
・購入、賃借する物件に3年以上居住する意思のある人　など

【補助対象経費】
・空き地の購入費用
・空き家（敷地含む）の購入費用
※いずれも租税公課、契約費用、登記費用、仲介手数料等を除く
・空き家の3年間分の賃借料

【補助率及び補助限度額】
・補助率1/2
・補助限度額
①空き地の購入30万円（子育て世帯は10万円、移住者は5万円を上乗せ）
②空き家の購入20万円（子育て世帯は10万円、移住者は5万円を上乗せ）
③空き家の賃借25万円（子育て世帯は10万円を上乗せ）

建築指導課
0172-40-7053

4 その他 空き家・空き地バンク制度 市内の空き家・空き地を売りたい又は空き家を貸したい所有者の物件を空
き家・空き地バンクに登録し、ホームページにその情報を公開します。
その情報を見て、買いたい又は借りたいという移住・定住希望者と所有者
との橋渡しを空き家・空き地バンク協議会が行う制度です。

建築指導課
0172-40-7053
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№ 分類 事業名 概要
問い合わせ先

（課名・直通番号）

5 その他 融雪装置設置資金
貸付制度

取扱金融機関等から貸付けを受けて、敷地内に融雪装置を新たに設置す
る場合、その利子の一部または全部を市が負担します。

【補助対象】
銀行等からの融資金額10万円以上100万円以内の利子

【償還方法】
60ヶ月以内の元金均等月賦償還

スマートシティ
推進室
0172-40-7109

『生活支援』

№ 中分類 事業名 概要
問い合わせ先

（課名・直通番号）

6 子育て・
教育

保育料軽減 国が定める保育料基準額から、無料世帯を除くすべての保育料を軽減し
ます。

子育て支援課
0172-35-1131

7 子育て・
教育

第3子保育料軽減事業 上記の保育料軽減のほか、対象児童の保護者に対し軽減します。（所得
制限あり）

子育て支援課
0172-35-1131

8 子育て・
教育

ひろさき多子家族応援
パスポート事業

弘前城（本丸・北の郭、植物園入園）、プラネタリウム、プール共用使用な
ど、市の公共施設（文化・体育・社会教育施設等）31か所の施設の入場
料、入園料、使用料、観覧料等が無料になります。また、ひろさき地方創生
パートナー企業によるガソリン給油の割引きも受けられます。

【対象者】
・市内に住所を有している平成10年4月2日以降に生まれた児童を3人以上
扶養している方とその子どもが対象

子育て支援課
0172-40-7038

9 子育て・
教育

子ども医療費給付事業 入院・通院とも小学校就学前までは全額給付し、就学後は入院のみ対象
になります。（所得制限あり）

子育て支援課
0172-40-7039

10 子育て・
教育

子育てサポートシステム
運営事業

仕事や社会参加のため、一時的に子どもを預かってほしいという保護者の
依頼に応じて、子育てサポーター（一時的に子どもを預かってもよい人を登
録）を市民参画センターが仲介しています。

【例】
・保育施設等の開始前、終了後
・冠婚葬祭、通院などの場合
・研修会やボランティア活動などに参加する場合

【利用料金】
（一般保育） 基本時間内（8:00～18:00） 30分あたり　  300円
　　　　　　　　早朝・夜間　　　　　　　　　　30分あたり　  350円
　　　　　　　　土曜・日曜・祝日　　　　　　 30分あたり　  350円
（集団保育）　　　　　　　　　　　　　　　　　1時間あたり　1,000円

市民協働政策課（市
民参画センター）
0172-31-2500

11 子育て・
教育

みなし寡婦（夫）控除適用
によるシングルマザー等
支援策

婚姻の有無にかかわらず、未婚のひとり親家庭に対しても、住民税の寡婦
控除をみなし適用し、利用料等を軽減します。

【対象利用料等】
保育料、市営住宅使用料、就学援助費、幼稚園就園奨励費

子育て支援課
0172-35-1131

12 子育て・
教育

トワイライトステイ事業 保護者の就労等により、夜間や休日に家庭での保育が困難な児童の受け
入れ、児童の保護や生活指導・食事の提供等を行います。

子育て支援課
0172-35-1131

13 子育て・
教育

母子家庭等高等職業訓練
促進給付金等事業

就業に結びつきやすい資格を取得するために1年以上養成機関で修学す
る方に、高等職業訓練促進給付金と高等職業訓練終了支援給付金を支給
します。

子育て支援課
0172-40-7039

14 子育て・
教育

子育て支援相談事業 子育てに関する情報提供及び子育て支援専門員による電話での総合相
談を行っています。

子育て支援課
0172-40-7038

15 子育て・
教育

私立幼稚園就園奨励費
補助事業

子ども・子育て支援新制度に移行していない私立幼稚園に入園する保護
者の経済的負担を軽減するため、保育料及び入園料を補助します。

【補助対象金額】
所得状況・世帯状況に応じて補助（62,200円～308,000円）

学務健康課
0172-82-1643

16 子育て・
教育

弘前市奨学金貸付事業 経済的な理由により、奨学金の貸与がなければ修学が困難な方へ奨学金
を無利息で貸与します。

教育政策課
0172-82-1639



№ 分類 事業名 概要
問い合わせ先

（課名・直通番号）

17 子育て・
教育

放課後子ども教室事業 放課後や週末に学校の特別教室等を活用し、自習活動や体験活動、地域
住民との交流活動等の機会を提供します。教室名に「BiBiっとスペース」と
いう名称が付けられている会場では、宿題などの学習を教員を目指す大
学生がサポートするほか、遊びも含めて大学生等との交流を楽しむことが
できます。

【対象者】
対象学区の小中学生

生涯学習課
0172-82-1641

18 子育て・
教育

特別保育事業
（一時預かり・延長保育）

一時預かり・延長保育を実施する保育所等に対し、実施に係る経費の一部
を補助しています。

子育て支援課
0172-35-1131

19 子育て・
教育

障がい児保育補助事業 障がい児保育事業を実施する保育所等に対し、実施に係る経費の一部を
補助しています。

子育て支援課
0172-35-1131

20 子育て・
教育

病児病後児保育事業 病気または病気の回復期に、保護者の就労等により家庭での保育が困難
な児童を受け入れています。

子育て支援課
0172-35-1131

21 子育て・
教育

認可外保育施設夜間保育
補助事業

夜間の保育を実施する認可外保育施設に対し、実施に係る保育士の人件
費の一部を補助しています。

子育て支援課
0172-35-1131

22 子育て・
教育

地域子育て支援センター
事業

子育て支援拠点の充実を図り、子育て親子の交流促進、相談・援助の実
施、情報提供等を行っています。

子育て支援課
0172-35-1131

23 子育て・
教育

家庭児童相談事業 家庭における児童養育について、専門員による相談を行っています。 子育て支援課
0172-40-7038

24 子育て・
教育

妊婦窓口・赤ちゃん電話
相談事業

保健師が育児や予防接種・健診などについて、窓口及び専用電話で相談
に応じています。

子育て支援課
0172-40-7038

25 子育て・
教育

放課後児童健全育成事業 保護者の就労等により、放課後や学校休業日に家庭での保育が困難な小
学生に生活の場を提供し、遊びを通した健全育成を行っています。

子育て支援課
0172-40-7038

26 子育て・
教育

ワーク・ライフ・バランス
啓発事業

子育て家庭が働きやすい職場環境づくりについて、企業等の経営者・管理
者等の理解と行動の促進を図り、さらに市民へワーク・ライフ・バランスを
普及啓発します。

子育て支援課
0172-40-7038

27 子育て・
教育

はぐくみ支援事業 小中学校を対象に、沐浴人形や妊婦体験モデルの貸し出しや思春期講話
を行います。

健康づくり推進課
0172-37-3750

28 子育て・
教育

こんにちは赤ちゃん事業、
妊産婦・新生児訪問指導
事業

助産師や保健師が、妊産婦、乳児のいる家庭を訪問し、安心して妊娠、出
産、育児ができるように健康や子育ての支援を行います。

健康づくり推進課
0172-37-3750

29 子育て・
教育

健やか育児支援事業 妊婦窓口相談、離乳食教室、健やか育児相談など、妊娠、出産、子育てに
関する相談支援や講座を実施します。

健康づくり推進課
0172-37-3750

30 子育て・
教育

駅前こどもの広場
運営事業

子育て親子の交流の場の提供と交流を促進し、子育て等に関する相談、
援助を実施しています。そして、地域の子育て関連情報を提供するととも
に、子育て及び子育て支援に関する講習等を実施しています。また、乳幼
児の託児を実施（500円/時間）しています。

子育て支援課
0172-40-7038

31 子育て・
教育

健康教育講座推進事業 小学校5・6年生には、飲酒・喫煙防止講座を実施します。また、中学2年生
には、性に関する正しい知識についての講座を実施します。

学務健康課
0172-82-1835

32 子育て・
教育

インクルーシブ教育システ
ム構築事業

障がいのある子どももない子どもも、共に学習することができる教育環境
の整備を推進するため、タブレット端末などの整備を進めるとともに、学び
の協力員を派遣します。

教育センター
0172-26-4803

33 子育て・
教育

アレルギー対応食提供事
業

すべての児童生徒に学校給食を提供するため、食物アレルギーがある児
童生徒に対し、アレルギー対応食を提供します。

学務健康課
0172-82-1835

34 医療 特定不妊治療費助成事業 県補助金の2分の1を上限に助成します。 健康づくり推進課
0172-37-3750

35 医療 インフルエンザ予防接種
費用助成事業

インフルエンザ接種2回分のうち、1回分の費用を助成します。

【対象者】
生後6ヶ月から6歳までの未就学児

健康づくり推進課
0172-37-3750

36 医療 おたふくかぜ任意予防
接種費用助成事業

おたふくかぜ予防接種に係る費用の一部を助成します。 健康づくり推進課
0172-37-3750

37 交通 交通費補助 小学生以下の子どもがいる家庭に対し、路線バス及び弘南鉄道大鰐線の
運賃を軽減します。親子で路線バスや弘南鉄道大鰐線に乗車した場合、
運賃が一乗車当たり保護者100円、小学生以下の子どもは無料になりま
す。

都市政策課
0172-35-1102

38 その他 健康教養向上事業 幼児期から健康に関心を持ち、正しい生活習慣を身につけられるよう、幼
児向けの健康かるた等を活用した取組や講話等を行います。

健康づくり推進課
0172-37-3750



№ 分類 事業名 概要
問い合わせ先

（課名・直通番号）

39 その他 弘前めぐりあいサポーター
出愛（であい）創出事業

サポーターの仲介により、結婚を望む独身者に出会いの場を提供します。 ひろさき未来戦略
研究センター
0172-35-1123

『就業支援』

№ 中分類 事業名 概要
問い合わせ先

（課名・直通番号）

40 起業・
事業化

青森県未来を変える挑戦
資金特別保証融資

県融資制度「未来を変える挑戦資金」利用者に対し、融資額1千万円以
内、かつ、創業後１年未満の融資に係る信用保証料を補助します。

商工政策課
0172-35-1135

41 起業・
事業化

空き店舗等活用支援事業 中心市街地の空き店舗及び空き地に小売業・サービス業の店舗を新規出
店又は移転する際の改修・建築工事の費用の一部を補助します。

商工政策課
0172-35-1135

42 起業・
事業化

店舗シェアリング支援事業 店舗スペースを細分化し、低家賃で貸し出すチャレンジショップの設置と運
営者の支援を行います。

商工政策課
0172-35-1135

43 起業・
事業化

学生発ベンチャー創出
支援事業

起業意欲のある学生がビジネスプランコンテストに応募する際、又はブラッ
シュアップを必要とする際の調査旅費等を補助します。

産業育成課
0172-32-8106

44 起業・
事業化

創業・起業支援拠点運営
事業

ひろさきビジネス支援センターを設置し、創業・起業を目指す方への相談業
務やセミナーなどを開催します。

産業育成課
0172-32-8106

45 就農 ひろさき農業インターン
シップ事業

弘前大学の学生等を対象に、職業としての「農業」を市内農業者から直接
指導により学ぶ農業インターンシップを実施します。

【条件等】
自宅から弘前市までの交通費及び農業インターンシップ実施期間中の事
故等に対処するために、必要な損害賠償保険加入は自己負担

農業政策課
0172-40-7102

46 その他 若年者と女性のための
資格取得支援事業

失業中かつ求職中の若年者（40歳未満）及び女性に対して就業に必要な
資格取得のための受講料を補助します。

・介護職員初任者研修　10人／年　　・パソコン（初級）　  5人／年
・パソコン（中級）　　　　　 5人／年　　・調剤薬局事務　　10人／年
・医療事務　　　　  　　　 10人／年　　・日商簿記（２級）　 5人／年
・日商簿記（３級）　　　 　10人／年

商工政策課
0172-35-1135

『その他』

№ 分類 事業名 概要
問い合わせ先

（課名・直通番号）

47 その他 同窓会支援事業費補助金 ふるさと回帰のきっかけを作り、定住人口の増加と地域経済の活性化を図
るため、市内で開催される同窓会に対して補助金を交付します。

【補助金額】
出席者数×2,000円又は同窓会に係る補助対象経費の合計額のいずれか
少ない額。ただし、出席者が100名に満たない場合又は県外在住者が10名
未満の場合は50,000円、出席者が100名以上かつ県外在住者が10名以上
の場合は100,000円を上限（年度内1回）

ひろさき未来戦略研
究センター
0172-40-7121

48 その他 地区公民館社会教育事業 　地区公民館12館の各々の状況に応じた実際生活に即する様々な事業等
を行い、地域の人づくりやコミュニティの活性化を図っています。

生涯学習課（中央公
民館）
0172-33-6561

49 その他 学区まなびぃ講座支援事
業

　市街地における小学校区（11学区）ごとの社会教育団体が主体的に講座
の企画や実践に取り組み、地域が参加者とともに諸活動を通じて学び合
い、よりよい地域づくりと人づくりを目指す事業を支援しています。

生涯学習課（中央公
民館）
0172-33-6561


