
・【町】乳幼児等・こども医療費助成制度 

・【町】すくすくいなっ子給食費完全無償化事業 

・【町】多子誕生祝金 

・【町】子育て支援ホームヘルパー派遣事業 

 

６.教育支援・・・・・・・・・・６～7 

・【町】教育支援センター 

・【町】奨学金制度 

・【町】幼稚園・小学校・中学校 完全給食実施 

 

７.起業・就農支援・・・・・・・７～9 

・【町】創業支援事業 

・【町】町内求人情報 

・【町】障害者就労支援相談 

・【町】農地バンク 

・【国】次世代人材投資資金（経営開始型） 

・【町】新規就農者農業用機械等導入支援補助金 

・【町】営農活性化補助金（パイプハウス等設置支援事業） 

・【町】営農活性化補助金（果樹産地活性化支援事業） 

・【町】鳥獣被害防止柵購入事業補助金 

・【町】木質ペレットストーブ等導入促進事業補助金 

 

８.企業誘致制度・・・・・10 

・【町】企業立地支援制度 

兵庫県猪名川町 

企画総務部企画政策課（移住定住担当） 

問合せ先（移住相談窓口） 

猪名川町企画総務部企画政策課 

移住定住担当（072-766-8711） 

マスコットキャラクター 

「いなぼう」 

（猪名川町移住支援サイト） 

令和３年 ８月発行 
令和３年 11 月改定 

令和 3 年度  

兵庫県猪名川町移住支援事業一覧 

 

猪名川町は、兵庫県と大阪府の県境に位置し、丹波篠山市や宝塚市等に接しております。 

都市部へのアクセスは、鉄道で大阪梅田駅まで約 40分、神戸三宮駅まで約 60分、車で大阪市

内まで約 40 分、神戸市内まで約 45 分※高速道路利用と都市部まで通勤圏内で緑あふれる町です。 

移住をお考えの方に活用いただける事業を一覧にまとめましたので、ご活用ください。 

 

１.情報収集・相談窓口・・・・・・・１       

・【町】移住相談窓口 

・【町】移住Web相談（窓口） 

・【県】移住相談窓口「カムバックひょうごセンター」 

 

２.移住サポート（支援金）・・・・２ 

・【町】移住支援金 

 

３.移住サポート（住宅）・・・・・２～3 

・【町】空き家バンク制度 

・【国】グリーン住宅ポイント制度 

・【県】空き家活用支援事業 

・【町】簡易耐震診断推進事業 

・【町】住宅耐震化促進事業 

・【町】人生いきいき住宅改造事業 

 

４.生活支援・・・・・・・・・・４～5 

・【町】コミュニティバス「ふれあいバス」 

・【町】デマンド交通「チョイソコいながわ」 

・【町】高齢者外出支援事業 

・【町】国保個別検診（がん検診等）助成事業 

・【町】人間ドック助成事業 

 

５.子育て支援・・・・・・・・・5～6 

・【町】子育て支援センター 

・【町】出産サポートタクシー事業 
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１．情報収集・相談窓口  

●移住相談窓口 

「猪名川町ってどんなところ？」「町内を案内してほしい！」など、個々のニーズに合わせて

現地を案内するなど詳しく説明いたします。猪名川町にお越しになるのが難しい場合はメール

や電話でご案内ができますのでお気軽にお問い合わせください。 

【場 所】兵庫県川辺郡猪名川町上野字北畑 11-1 

【T E L】072-766-8711（企画政策課内） 

【メール】kikaku@town.inagawa.lg.jp 

【対応時間】8時 45分～17 時 30分（土日祝・年末年始は除く） 

 

●移住 Web相談（窓口） 

県外の方でも気軽に移住相談ができる「移住 Web相談（窓口）」を開設しております。 

希望者は、担当者とＷｅｂ上で顔を合わせながら、様々なライフスタイルに合わせたご提案

します。また、多言語対応しています。 

【申込方法】下記にアクセスし、相談日時等の必要事項を入力ください。 

     担当者よりご連絡いたします。 

【申請入力】https://www.town.inagawa.lg.jp/soshiki/kikakusomu/kikaku/settled/ijyuu/16256359637ｆ33.html 

 

●移住相談窓口「カムバックひょうごセンター」 

「カムバックひょうごセンターは、兵庫県が設置している移住の相談や情報発信の拠点です。 

専門の移住相談員が配置されています。 

①カムバックひょうご 

【場 所】神戸市中央区東川崎町 1-1-3 神戸クリスタルタワー6階 

【T E L】078-360-9971 ※予約優先 

【対応時間】10時 00分～18時 30分（日祝・年末年始は除く） 

     ※土曜日は、17時 30分まで 

【事業サイト】https://web.pref.hyogo.lg.jp/kk44/kamubakkuhyogo.html 

 

②カムバックひょうご東京センター「ひょうご移住プラザ」 

【場 所】東京都千代田区有楽町 2-10-1 東京交通会館 8階 

【T E L】070-2646-9028 ※予約優先 

【対応時間】10時 00分～18時 00分（月祝・年末年始は除く） 

【事業サイト】https://web.pref.hyogo.lg.jp/kk44/kamubakkuhyogo.html 

 

③カムバックひょうご「大阪サテライト」 

【場 所】大阪市中央区本町橋 2-31 

【T E L】078-360-9971 ※カムバックひょうごセンター 

【対応時間】10時 00分～18時 00分（毎月第 3土曜日のみ） 

【事業サイト】https://web.pref.hyogo.lg.jp/kk44/kamubakkuhyogo.html 
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２．移住サポート（支援金）  

●移住支援金 

 東京 23区から移住及び就業（起業）された方に対し、最大 100万円を支援金として支給しま

す。支給には要件がありますので下記の事業サイトをご確認ください。 

【支援金額】①世帯で移住された方 100万円 

     ②単身で移住された方 60万円 

【申請窓口】企画政策課 

【T E L】072-766-8711 

【事業サイト】https://www.town.inagawa.lg.jp/soshiki/kikakusomu/kikaku/settled/ijyuu/1625810001356.html 

 

３．移住サポート（住宅）  

●空き家バンク制度 

 空き家情報を集約し、宅地建物取引業協会を通して「売りたい人・買いたい人」を結びつける

マッチング制度を実施しています。物件をお探しの方は下記のサイトをご活用ください。 

【担当課】都市政策課 

【T E L】072-766-8704 

【事業サイト】https://www.town.inagawa.lg.jp/kurashi/toshikeikaku/1435124567700.html 

 

●グリーン住宅ポイント制度 

 空き家バンクに登録されている物件を購入した方に 30万ポイントを付与します。その他にも

ポイントが付与される場合があります。詳しくは下記の事業サイトをご確認ください。（R3.10.31迄） 

【担当課】グリーン住宅ポイント事務局 

【T E L】0570-550-744 

【事業サイト】https://greenpt.mlit.go.jp/ 

 

●空き家活用支援事業 

 市街化調整区域にある築 20 年以上の空き家の改修費用を助成します。10 年以上居住するこ

となど助成には要件があります。詳しくは下記の事業サイトをご確認ください。 

【対 象】市街化調整区域の築 20 年以上の物件で、水回り設備が 10 年以上未更新である 6 ヵ

月以上の耐震性を有する空き家に改修後 10年以上住む等する者 

【助成額】40万円～150万円 

【担当課】都市政策課 

【T E L】072-766-8704 

【事業サイト】https://web.pref.hyogo.lg.jp/ks26/machi-saisei/sato-akiya/sato-akiya.html 
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●簡易耐震診断推進事業 

 昭和 56 年 5 月以前に着工された物件について、簡易耐震診断を無料で受けることができま

す。 

【対 象】昭和 56年 5月以前に着工された物件の所有者または管理者 

【費 用】無料 

【担当課】都市政策課 

【T E L】072-766-8704 

【事業サイト】https://www.town.inagawa.lg.jp/kurashi/bousai/taishin/1417263450664.html 

 

●住宅耐震化促進事業 

簡易耐震診断によって「安全性が低い」と診断された物件について、住宅耐震改修工事や建

て替えを実施する場合に、工事費等の経費を一部助成します。助成には要件がありますので下

記の事業サイトをご確認ください。 

【対 象】簡易耐震診断によって安全性が低いと診断された物件を所有される方 

【助成額】10万円～130万円 

【担当課】都市政策課 

【T E L】072-766-8704 

【事業サイト】https://www.town.inagawa.lg.jp/kurashi/bousai/taishin/1494397064984.html 

 

●人生いきいき住宅改造事業 

住宅福祉を望む高齢者や障がいのある人が、住み慣れた住宅で安心して健やかに生活が送れるよ

うに、バリアフリー住宅改造にかかる費用を一部助成します。なお、助成には要件がありますので

下記の事業サイトをご確認ください。 

【対 象】①65歳以上高齢者 

②介護保険に認定を受けた人、障がい者手帳の認定を受けた人（精神障がい除く） 

【助成額】100万円（上限） 

【担当課】福祉課 

【T E L】072-766-8701 

【事業サイト】https://www.town.inagawa.lg.jp/lifestage/juutaku/1631866392389.html 
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４．生活支援  

●コミュニティバス「ふれあいバス」 

 コミュニティバス「ふれあいバス」を運行しています。 

【担当課】都市政策課 

【T E L】072-766-8704 

【事業サイト】https://www.town.inagawa.lg.jp/soshiki/machizukuri/tosiseisakuka/kurasitetuduki/kotsu/bus/index.html 

 

●デマンド交通「チョイソコいながわ」 

 地域の停留所から幹線道路上のバス停までを運行する事前予約型の乗り合い移動サービスで、

大島地区、阿古谷・松尾台地区で運行しています。 

【担当課】都市政策課 

【T E L】072-766-8704 

【事業サイト】https://www.town.inagawa.lg.jp/kurashi/kotsu/choisoko/1588327671543.html 

 

●高齢者外出支援事業 

高齢者の外出を促進するために阪急バス株式会社が販売する hanika グランドパス 65 の購入

費の一部を助成します。助成には要件がありますので下記の事業サイトをご確認ください。 

【対 象】70歳以上でかつ１年以上町内居住の高齢者 

【助成額】最大 2万円 ※所得に応じた助成額となります。 

【担当課】福祉課 

【T E L】072-766-8701 

【事業サイト】https://www.town.inagawa.lg.jp/iryou/kourei/kourei_hukushi/1617004954906.html 

 

●国保個別検診（がん検診等）助成事業 

国保加入者の個別検診（がん検診等）について費用を全額助成します。 

【対 象】国保加入者 

【助成額】個別検診（がん検診等）に要した自己負担額 

【担当課】保険課 

【T E L】072-767-6235 

【事業サイト】https://www.town.inagawa.lg.jp/soshiki/seikatsu/hokencenter/kurashi/iryou_kenkou/1592547925733.html 
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●人間ドック助成事業 

40歳以上の国保加入者及び後期高齢者の方に対し、人間ドックの費用を一部助成します。 

【対 象】①国保加入者 ②後期高齢者医療加入者 

【助成額】受診費用の 7/10（上限 2万 5千円） 

【担当課】保険課 

【T E L】072-767-6235 

【事業サイト】https://www.town.inagawa.lg.jp/soshiki/seikatsu/hokenka/iryou_kenkou/1416292445122.html 

 

５．子育て支援  

●子育て支援センター 

子育ての不安や悩みに対応し、子育て支援の推進を図るため、子育てに関する相談、グルー

プの育成、情報提供、イベント、講習会の開催等を行っています。また、保健センター・こども

課と一体となって妊娠期から出産・子育て期までの悩みや質問、相談にきめ細かく切れ目のな

い支援を行う、子育て世代包括支援センターの役割も担っています。 

【場 所】猪名川町柏梨田字イクシ 124-1 

【開館日】月～土曜日 

【開館時間】9：00～17：00 

【T E L】072-766-7800 

【施設サイト】https://www.town.inagawa.lg.jp/kosodate/topics/1493598569051.html 

 

●出産サポートタクシー事業 

 妊婦さんが事前にタクシー会社に登録し、陣痛が起きたタイミングでタクシー会社に連絡す

ると優先的に配車し、出産予定の医療機関へ送り届けます。 

【対 象】町内に住所を有する又は里帰り出産のために町内に滞在している母子健康手帳の交

付を受けた妊婦 

【担当課】こども課 

【T E L】072-767-7477 

【事業サイト】https://www.town.inagawa.lg.jp/lifestage/ikuji/1562030765270.html 

 

●乳幼児等・こども医療費助成制度 

子育て世帯の経済的負担を軽減するため、中学校 3 年生までの医療費を世帯所得に関係なく

完全無料化しています。 

【対 象】0歳～15歳の子ども 

【助成額】保険診療による医療費の自己負担額（無料） 

【担当課】こども課 

【T E L】072-767-7477 

【事業サイト】https://www.town.inagawa.lg.jp/kosodate/topics/1469774663858.html 
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●すくすくいなっ子給食費完全無償化事業 

子どもたちの健全な成長に欠かせない「食」を支えるとともに、子育て世帯の経済的負担の

軽減を図るため、3歳児から 5歳児までの給食費を完全無償化しています。 

【対 象】3歳児～5歳児 

（毎年度 4/1 時点年齢）保育所・認定こども園・幼稚園等の利用者 

【助成額】保育所・認定こども園・幼稚園等の利用にかかる給食費（全額） 

【担当課】こども課 

【T E L】072-767-7477 

【事業サイト】https://www.town.inagawa.lg.jp/soshiki/seikatsu/kodomoka/kosodate/1583384445105.html 

 

●多子誕生祝金 

第 3 子以降を町内在住で出生した場合、誕生のお祝いに「多子誕生祝金」と「道の駅いなが

わ」の商品券をプレゼントします。 

【対 象】第 3子以降を出生した世帯 ※要件あり 

【祝 金】多子誕生祝金 5万円と道の駅いながわ商品券 2万円分 

【担当課】こども課 

【T E L】072-767-7477 

【事業サイト】https://www.town.inagawa.lg.jp/kosodate/topics/1469774707738.html 

 

●子育て支援ホームヘルパー派遣事業 

産前・産後の家事（調理・衣類洗濯・住居掃除・生活必需品の買い物など）が困難な家庭にホ

ームヘルパーを派遣します。 

【対 象】産前 8週間頃～出産退院後 6ヶ月以内にある母親または妊産婦 

【担当課】こども課 

【T E L】072-767-7477 

【事業サイト】https://www.town.inagawa.lg.jp/kosodate/kosodate/kosodatesien/1417851091887.html 

 

６．教育支援  

●教育支援センター 

 毎日の生活の中で起こる教育や子育てに関する様々な問題について、専門のカウンセラーに

相談できます。 

【対 象】町内の保育園、幼稚園、小学校、中学校の幼児・児童・生徒及びその保護者 

【相談内容】学習面、性格・行動、心身の健康など様々な内容に対応 

【場 所】猪名川町紫合字火燈山 8 

【開館日】月～金曜日（来所：火～金曜日） 

【開館時間】9：00～17：00 

【T E L】072-765-2065 

【施設サイト】https://www.town.inagawa.lg.jp/soshiki/kyouikuiinkai/gakkosin/kosodatekyouiku/soudan/1420434875311.html 
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●奨学金制度 

猪名川町に居住しながら猪名川町奨学金を返還する方を対象にした減額制度を行っています。

減額制度には、要件がありますので下記の事業サイトをご確認ください。 

【対 象】返還時に猪名川町に居住している（住民登録のある）奨学生 

【減額内容】年間の返還額の半額を減額（5年間、年間 5万円、最大 25万円が上限。在学中の返還は減額不可） 

【担当課】教育振興課 

【T E L】072-766-6000 

【事業サイト】https://www.town.inagawa.lg.jp/kosodate/school/gakko_kyouiku/1417743818738.html 

 

●幼稚園・小学校・中学校 完全給食実施 

猪名川町立幼稚園、小学校、中学校では完全給食を実施しています。食材も猪名川町産を積

極的に使用しています。また幼稚園では給食費を無償化しています。（すくすくいなっ子給食費

完全無償化事業を参照ください。） 

【担当課】教育振興課 学校給食センター 

【T E L】072-766-0219 

【事業サイト】https://www.town.inagawa.lg.jp/soshiki/kyouikuiinkai/inagawa_yochien/inayo/1618468026830.html 

 

７．起業・就農支援  

●創業支援事業 

町商工会等と連携し、町内で創業を考えている方を対象とする相談会やセミナー、融資等バ

ックアップしています。 

【対 象】町内で創業をお考えの方 

【事業主体】猪名川町商工会 

【担当課】産業労働課 

【T E L】072-766-3012（町商工会） 

【事業サイト】https://www.town.inagawa.lg.jp/shigoto/syoukougyou/1496034446547.html 

 

●町内求人情報 

 ハローワーク伊丹と連携し、町内（近隣市町）の求人情報を町ホームページで公開及び、役場

本庁舎で配布しています。 

【担当課】産業労働課 

【T E L】072-767-6253 

【事業サイト】https://www.town.inagawa.lg.jp/lifestage/job/1422864780187.html 
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●障害者就労支援相談 

 障害者の就労に向けた準備や求職活動の方法について、相談・支援を行っています。 

【担当課】福祉課 

【相談窓口】障害者相談支援センター（総合福祉センター） 

【T E L】072-766-5444 

【事業サイト】https://www.town.inagawa.lg.jp/kurashi/soudan/1417855227611.html 

 

●農地バンク 

 農地の所有者が耕作、管理できなくなった農地の売買、貸借に関する情報を集約し、農地の

利用希望者へ情報を提供します。農地をお探しの方は下記のサイトをご確認ください。 

【担当課】農業委員会（農業環境課） 

【T E L】072-766-8709 

【事業サイト】https://www.town.inagawa.lg.jp/soshiki/tiikishinkou/nougyoukankyou/nougyouringyou/nougyou/iinkai/1613549037499.html 

 

●次世代人材投資資金（経営開始型） 

新規就農する方に対し就農してから経営が安定するまでの最長 5年間、年 150万円（4～5年

目は 120 万円）を支給します。交付には要件がありますので下記の事業サイトをご確認くださ

い。 

【対 象】認定新規就農者 

【支給額】150万円/年 ※経営開始後 4～5年目は 120万円/年 

【担当課】農業環境課 

【T E L】072-766-8709 

【事業サイト】https://www.maff.go.jp/j/new_farmer/n_syunou/roudou.html（農林水産省） 

 

●新規就農者農業用機械等導入支援補助金 

農業経営のために必要な農業用機械及び農業用施設付帯設備等の購入費を補助します。 

【対 象】認定新規就農者 

【支給額】機械購入費等の 1/2 ※上限 50万円 

【担当課】農業環境課 

【T E L】072-766-8709 

【事業サイト】https://www.town.inagawa.lg.jp/soshiki/tiikishinkou/nougyoukankyou/nougyouringyou/nougyou/nougyouseido/1594605061301.html 
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●営農活性化補助金（パイプハウス等設置支援事業） 

農作物の周年栽培、作柄安定及び品質向上並びに農用地の活用及び道の駅いながわの農産物

販売センターへの出荷を促進することにより、安定的な農業経営及び担い手の育成を図るため、

パイプハウス及びぶどう棚を設置する方に対して、パイプハウス等設置費用を補助します。交

付には要件がありますので下記の事業サイトをご確認ください。 

【補助額】上限 200万円 

【担当課】農業環境課 

【T E L】072-766-8709 

【事業サイト】https://www.town.inagawa.lg.jp/soshiki/tiikishinkou/nougyoukankyou/nougyouringyou/nougyou/nougyouseido/1594605061301.html 

 

●営農活性化補助金（果樹産地活性化支援事業） 

果樹を植栽する方に対し、高品質な果樹の導入や安定的な果樹生産を目指し、特産果樹のブ

ランド化の確立を図ることを目的として、苗木の購入にかかる経費を補助します。交付には要

件がありますので下記の事業サイトをご確認ください。 

【補助額】苗木購入費の 1/2もしくは、2/3 

【担当課】農業環境課 

【T E L】072-766-8709 

【事業サイト】https://www.town.inagawa.lg.jp/soshiki/tiikishinkou/nougyoukankyou/nougyouringyou/nougyou/nougyouseido/1594605061301.html 

 

●鳥獣被害防止柵購入事業補助金 

農作物を鳥獣から守るために設置する電気柵等の資材の購入及び設置経費に対する費用の一

部を補助します。 

【対 象】町内に住所を有し、所有農地等で農業を営む個人または法人 

【補助額】補助対象経費の 1/2 ※上限：個人 3～5万、法人 10万円  

【担当課】農業環境課 

【T E L】072-766-8709 

 

●木質ペレットストーブ等導入促進事業補助金 

 森林エネルギー（薪及び木質ペレット）の普及を促進し、森林資源の有効活用を目的として、 

木質ペレットストーブ等の購入、設置費用の一部を補助します。 

【補助額】補助対象経費の 3/1 ※上限：10万円 

【担当課】農業環境課 

【T E L】072-766-8709 

【事業サイト】http://www.town.inagawa.lg.jp/kurashi/hojo_enjo/1468124902628.html 
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８．企業誘致制度  

●企業立地支援制度 

事業所の新設・移設・増設した企業が町内在住者を雇用した際に奨励金を支給します。その

他の奨励金や補助もありますので詳細は下記の事業サイトをご確認ください。 

【担当課】産業労働課 

【T E L】072-767-6253 

【事業サイト】https://www.town.inagawa.lg.jp/inagawa/business/1573689984398.html 

 

 

 

 


