
令和４年度
東⽩川村補助⾦・助成⾦のご案内

岐阜県東⽩川村

この補助⾦・助成⾦に関するお問い合わせは、下記へご連絡ください。
電話で「東白川村役場 0574‐78‐3111 」へかけていただき内線番号をお伝えください。

総 務 課 ⾏政係 230 企画財政係 240
産業振興課 農務係 260 林務係 270
地域振興課 商工振興係 252 情報通信係 253
村 ⺠ 課 住⺠係 120 税務係 130

建設環境課 建設係 160 環境係 140
保健福祉課 福祉係 631 保健係 633
教育委員会 教育係 420 子育て支援係 420
国保診療所 事務局 720 看護局 710

内線一覧
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番号 補助⾦等名称 対象者・要件具備者 対象経費・補助額 所管課係

1 区の運営補助⾦ 神土区・越原区・五加区
区等が管理する集会施設の維持管理費
定額補助／15千円×⾃治会数（限度額285千円）

総務課
⾏政係

内線 230

2
指定管理を⾏う公の
施設等の修繕等補助
⾦

指定管理者、⾃治会
指定管理施設の30千円以上の施設・設備の修繕、備品の購⼊経費
・施設の修繕／補助率 10/10
・新しい設備の設置、備品購⼊／補助率 2/3

総務課
⾏政係

内線 230

3 公共施設等⾃主修繕
支援補助⾦

⾃治会、区等
建物を除く集会施設等公共施設の修繕、塗装や村道の路⾯補修、
橋梁塗装等の原材料代、機械借上料、燃料代、保険料

建設環境課
建設係

内線 160

4
東白川村官⺠協働の
地域づくり支援補助
⾦

⾃治会
地域活性化のために集落及びその地域住⺠が⽣活に密接した施設
を村の支援を得て⾃主的に整備する1,000千円以上の工事費
・補助率10/10（限度額4,000千円）

建設環境課
建設係

内線 160

5 景観整備補助⾦ ⾃治会及び各種団体
⾃然景観と美しい村の保全及び創造を図るため、⾃然景観を活か
す活動に要する経費
・補助率10/10（限度額150千円）

建設環境課
環境係

内線 140

6 資源ごみ袋無料化 住⺠世帯 資源ごみ袋の現物提供
建設環境課

環境係
内線 140

7 浄化槽設置補助⾦
村内において浄化槽を設置し、その後の維持
管理の責任が明らかな⽅

浄化槽を設置する定額補助
・5人槽設置／444千円
・6〜7人槽設置／511千円
・8〜10人槽設置／719千円
・単独槽から合併槽切替／100千円上乗せ
・宅内配管／ 300千円

建設環境課
環境係

内線 140

令和２年度末で廃⽌となりました
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番号 補助⾦等名称 対象者・要件具備者 対象経費・補助額 所管課係

8 ⽊造住宅無料耐震診
断助成

住⺠世帯
S56.5.31 以前に建設した⽊造住宅の耐震診断の助成
・全額無料

建設環境課
環境係

内線 140

9 ⽊造住宅に係る住宅
耐震補強補助⾦

住⺠世帯

⽊造住宅無料耐震診断実施後の耐震補強工事費の⼀部を補助
・評点1.0以上/⼀般補強工事
  補助率／10/10（限度額  1,011千円）
・評点0.7以上1.0未満/簡易補強工事
  補助率 ／10/10（限度額 840千円）

建設環境課
環境係

内線 140

10 林業活性化担い⼿育
成補助⾦

18歳以上40歳未満のI・Uターン者若しくは
村に住所を有する新卒者を雇⽤した村内の林
業、製材業、建築業を営む事業所

・補助率10/10（限度額150千円/⽉）
・補助期間／雇⽤から5年間
・⽉額180千円以上の賃⾦支払いが条件

産業振興課
林務係

内線 270

11
濃⾶建設職業能⼒開
発校訓練⽣経費補助
⾦

18歳以上40歳未満のI・Uターン者若しくは
村に住所を有する新卒者で、濃⾶建設職業能
⼒開発校で訓練を受ける⽅

・同校の⼊校料、授業料の定額補助
  ⼊校料  5千円
    授業料  4千円×12か⽉
・賃貸住宅の家賃の1/2を補助

地域振興課
商工振興係
内線252

12 東白川村奨学⾦等返
済支援補助⾦

前年度から村に住⺠登録がされており、対象
年に奨学⾦の返還実績があり、申請年度前年
の4⽉1日現在に35歳未満の⽅

奨学⾦等の返済経費
・補助率10/10（限度額150千円/年）
・最⻑10年間
制度改正に伴い、令和4年度より新規受付は廃⽌となりました。

教育委員会
子育て支援係

内線 420

13 東白川村結婚新⽣活
支援事業補助⾦

令和４年１⽉１日から令和５年３⽉３１日に
婚姻した39歳以下の夫婦で合計所得が400万
円以下（年収約540万円）の世帯。

婚姻を機に転居した住居（村内）の
①取得費⽤②賃料③引越費⽤④リフォーム費⽤ を補助
・補助額 上限300千円（29歳以下の場合は上限600千円）

総務課
企画財政係
内線 245

3



番号 補助⾦等名称 対象者・要件具備者 対象経費・補助額 所管課係

14 不妊不育治療費助成
⾦

・法律上、婚姻している夫婦で申請日におい
て本村の住⺠である者
 ・医療保険の対象となる不妊・扶育治療を受
ける⽅

・⽣殖補助医療（※旧特定不妊治療）／⾃己負担額に対し上限１
００千円まで
・⼀般不妊治療・不育治療／⾃己負担額に対し上限５０千円まで

保健福祉課
保健係

内線 633

15 出産祝⾦交付⾦
出産された⽅（本村に住⺠登録され、引き続
き村内に住所を有する⽅）

・出産に対する定額補助
  第⼀子出産︓50千円
  第⼆子出産︓100千円
  第三子出産︓200千円
  第四子以降出産︓300千円

教育委員会
子育て支援係

内線 420

16 ３歳以上児副食費無
料化

３歳以上の保育園児の保護者（本村に住⺠登
録があり、村税等に滞納がない⽅）

・副食費が無償
教育委員会
子育て支援室

内線 420

17 高校⽣等通学支援補
助⾦

高等学校等へ通学する⽣徒の保護者（本村に
住⺠登録されている⽅）

高校⽣の通学等に要する経費
・濃⾶バス︓白川東白川線で通学／補助率10/10
・⾃家⽤⾞等送迎で通学／定額補助10千円/⽉
・下宿、アパート、寮などからの通学／定額補助5千円/⽉
・ＪＲで白川口駅から通学／ 濃⾶バス分+定額4千円/⽉
・加子⺟経由で路線バス通学／補助率⾃家⽤⾞分+定額4千円/⽉

教育委員会
子育て支援係

内線 420

18 選奨⽣修学資⾦利子
補給

高等学校、国⽴高等専門学校に修学すること
が確定した人で、選奨⽣修学資⾦を利⽤され
ている⽅

・補助率10/10（年間上限150千円・利子補給期間最⻑9年）
教育委員会

教育係
内線 420

19
スポーツ及び文化活
動各種大会等参加激
励⾦

・本村に在住又は本村の出身で、全国規模以
上の大会に出場する選⼿の⽅

・全国大会の場合は、１人あたり10,000円以内。
・国際大会の場合は、１人あたり30,000円以内。

教育委員会
教育係

内線 420
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番号 補助⾦等名称 対象者・要件具備者 対象経費・補助額 所管課係

20 インフルエンザ等予
防接種助成⾦

・1歳児から18歳以下の⽅
・65歳以上の⽅

1〜18歳 診療所接種／全額額助成
1〜18歳 地区外接種／１回接種3,400円助成、２回接種4,600助成
19〜64歳 助成はありません
65歳以上 診療所接種／⾃己負担1,000円を差し引いた額を助成
65歳以上 地区外接種／⾃己負担1,500円を差し引いた額を助成

保健福祉課
保健係

内線 633

21 肺炎球菌接種助成⾦
65歳・70歳・75歳・80歳・85歳・90歳・
99歳以上の⽅で肺炎球菌ワクチンを接種した
ことがない⽅

・⾃己負担3,000円（超過分は村負担）
保健福祉課

保健係
内線 633

22 ピロリ菌無料検査 中学２年⽣
ピロリ菌の検査・除菌経費を無料化
  （初回検査、再検査ともに無料）

保健福祉課
保健係

内線 633

23 外出支援サービス
・65歳以上で運転免許のない⽅
・運転に不安のある⽅
・心身に障がいのある⽅

東白川診療所への通院及び介護予防教室等を提供する場所への無
料送迎サービス（⾃己負担なし）

保健福祉課
保健係

内線 633

24 中核病院通院支援
・65歳以上で運転免許のない⽅
・運転に不安のある⽅
・心身に障がいのある⽅

中核病院への無料送迎サービス（⾃己負担なし）
・美濃加茂⽅⾯、下呂⽅⾯

保健福祉課
保健係

内線 633

25 高齢者先進安全⾃動
⾞購⼊補助⾦

・次の要件にすべて該当する⽅
①新規登録時に村内に住所登録のある満65歳
以上の⽅
②非営利かつ⾃ら使⽤する目的で新⾞又は新
⾞登録後3年未満中古⾞等を購⼊した⽅
③運転免許証を保有している⽅
④村税等を滞納していない⽅

⾞両本体価格3,000千円以下の先進安全装置が搭載された⾞両の
購⼊経費
定額補助 20千円〜40千円

令和４年9⽉30日で受付終了となり、以降事業廃⽌となります。

保健福祉課
福祉係

内線 620
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番号 補助⾦等名称 対象者・要件具備者 対象経費・補助額 所管課係

26 つちのこ商品券助成
⾦

⼀定所得以下の独居⽼人、高齢者世帯、身体
障がい者、⽣活保護世帯、⺟子・⽗子家庭

⽣活費の⼀部／定額補助5千円
保健福祉課

福祉係
内線 620

27 高齢者運転免許証⾃
主返納支援補助⾦

村内に住所登録のある満65歳以上の⽅で、４
⽉１日以降に運転免許証を⾃主返納する⽅

・濃⾶バス回数券  10千円分
・外出支援⾞両の利⽤券
・運転経歴証明書交付⼿数料の助成

保健福祉課
福祉係

内線 620

28 猫避妊去勢⼿術助成
⾦

⼀般住⺠（猫の飼い主の⽅） 猫の避妊去勢⼿術経費定額補助  ５千円/１回
保健福祉課

保健係
内線 633

29
高齢運転者先進安全
装置等購⼊設置補助
⾦（後付け）

次の要件にすべて該当する⽅
①購⼊設置の日において村内に住所登録があ
る満65歳以上の⽅。
②非営利かつ⾃ら使⽤する目的で購⼊設置し
たもの。
③⾃動⾞運転免許証を保有している⽅。
④村税等の滞納がないこと。
⑤⾃動⾞⾞検証上の「所有者」と同⼀の⽅で
あること。

⾃家⽤⾞に後付けの安全装置を購⼊設置する経費
・補助率 10/10（限度額40千円、1台１回まで）

保健福祉課
福祉係

内線 620

30 可燃ごみ袋無料交付

・要支援、要介護認定を受けている⽅
・身体障害者⼿帳３級以上の⽅もしくはスト
マ装着者
・精神保健福祉⼿帳２級以上の⽅
・療育⼿帳B1以上の⽅
・⽣後１年未満の乳児がいる世帯（申請は１
度のみ）

・申請は年１回
・可燃ごみ袋（大）10枚を６セット または 可燃ごみ袋（小）
10枚⼊りを12セットを無料交付

保健福祉課
福祉係

内線 620
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番号 補助⾦等名称 対象者・要件具備者 対象経費・補助額 所管課係

31
がん患者医療⽤
ウィッグ等購⼊費助
成

がんの治療を受けた⽅

１）がん患者⽤医療⽤ウィッグ及び装着に必要な頭皮保護⽤ネッ
トの購⼊費⽤
・補助限度額 20千円
２）乳房補正具の購⼊費⽤
・補助限度額 20千円

保健福祉課
保健係

内線 633

32 小児がん患者等ワク
チン再接種費⽤助成

小児がん患者等
ワクチン再接種にかかる費⽤
・補助率  10/10
・限度額  すべてのワクチン再接種の場合は、総額255,850円

保健福祉課
保健係

内線 633

33 のぼり旗作成支援補
助⾦

美しい村東白川のイメージアップ戦略として
のぼりを作成する団体

村が指定する色ののぼり作成経費
・補助率  500円/１本あたり（限度数200本まで）

総務課
企画財政係
内線 245

34 がんばる地域づくり
補助⾦

村、地域の活性化に寄与する団体、又は、地
域に明るさと元気を与える活動を⾏う団体

元気な村づくり・地域づくりの推進に資するもので今までにない
新しい活動に対する経費を補助
・補助率 10/10（限度額 200千円）

総務課
企画財政係
内線 245

35

定住促進事業（住宅
新築奨励助成⾦、中
古住宅購⼊奨励助成
⾦）

新築住宅を建設された⽅、または、中古住宅
を取得された⽅

助成内容
・⽔道加⼊分担⾦ 400,000円還付
・浄化槽設置補助⾦ 500,000円
・Ｉ・Ｕターン奨励助成 300,000円

地域振興課
商工振興係
内線 252

36 空き家活⽤補助⾦ 空き家所有者（管理者）
空き家バンクに登録した空き家で、貸し⼿若しくは買い⼿が決
まった場合に所有者（管理者）が、空き家の内外を整理する経費
・補助率  1/2（限度額 200千円）

地域振興課
商工振興係
内線 252
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番号 補助⾦等名称 対象者・要件具備者 対象経費・補助額 所管課係

37 空き家改修補助⾦ 空き家所有者（管理者）

東白川村空き家バンクに登録済みの物件を、定住の目的で賃貸契
約により借りた場合の借り⼿（利⽤者）または所有者（管理者）
が改修する経費
・補助率  1/2（限度額 300千円）

地域振興課
商工振興係
内線 252

38 ⽼朽危険空き家等解
体支援補助⾦

空き家所有者（管理者）
公益に反する⽼朽危険空き家等の所有者（管理者）が解体撤去す
る経費
・補助率  ４/５（限度額 1,000千円）

総務課
企画財政係
内線 245

39 農⽤地開発補助⾦ 農業者
桑園、茶園、飼料畑若しくは夏秋野菜畑等の⽤途にするために⾏
う農地造成（5アール以上）又は、改良に要する経費
・補助率  1/2以内

産業振興課
農務係

内線 260

40 茶樹植栽等支援補助
⾦

茶栽培農業者又は団体
新植及び改植に要する経費または、既存の茶園を乗⽤摘採機によ
る管理が出来るようにするための簡易な圃場整備に要する経費
・補助率  2/3以内

産業振興課
農務係

内線 260

41 茶防霜施設整備補助
⾦

茶栽培農業者又は団体
茶の防霜施設を整備する為に要する経費又は、防霜施設設置経費
・補助率  1/2以内

産業振興課
農務係

内線 260

42 農地流動化奨励⾦ 農業者
耕作するため農地を借りた⽅に対する奨励⾦
・補助率  15千円/10a

産業振興課
農務係

内線 260

43 猪⿅防護柵設置補助
⾦

農業者
⿅や猪による農作物の被害を防⽌するための防護柵の設置に要す
る経費又は、防護柵等の購⼊経費
・補助率  1/2以内（限度額／防護柵 80千円、電気柵 30千円）

産業振興課
農務係

内線 260
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番号 補助⾦等名称 対象者・要件具備者 対象経費・補助額 所管課係

44 有害⿃獣捕獲補助⾦ 猟友会員で第１種免許取得者
狩猟登録にかかる経費
・補助率  10/10（限度額／弾保管庫50千円、1種免許取得費 10千円）

産業振興課
林務係

内線 270

45 野猪捕獲柵購⼊補助
⾦

猟友会員で、わなの免許を有する⽅
野猪捕獲柵の購⼊に要する経費
・補助率  3/4（限度額 90千円）

産業振興課
農務係

内線 260

46 村内産材利⽤向上助
成⾦

フォレスタイルメンバーPLUS 登録者であ
り、フォレスタイル参加工務店を施工業者と
して⾏う建築契約された⽅

・ウェブ利⽤のポイント還元／下記２つの合計額
  サイト内獲得１ポイント×100円（限度額180千円以内）
  契約ポイント 契約額×0.25%（限度額  220千円）
・村内産ヒノキの柱を現物支給
  柱全部現物支給（特１等ヒノキ４寸角以下の規格で支給）

地域振興課
商工振興係
内線 252

47 商工業者等モールサ
イト参画支援補助⾦

東白川村ＥＣサイトに参画する事業者
ECサイト「つちのこマルシェ」加盟店舗のクレジット契約に要す
る経費
・定額補助 13,200円/年

地域振興課
商工振興係
内線 252

48 雇⽤促進奨励⾦

Ｉ・Ｕターン者を常時雇⽤し、雇⽤開始後１
年経過後の事業所（中卒・高卒・大卒等、本
村に元々住所があった新卒者を雇⽤する場合
も対象、ただし、農協、郵便局、商工会職員
等は除く）

Ｉ・Ｕターン者を常時雇⽤するための経費
・定額補助  年額200千円/1人（最⻑５年）

地域振興課
商工振興係
内線 252

49 従業員教育支援補助
⾦

商工会加⼊事業所及び森林組合

１）厚⽣労働大臣が指定する講座の受講費⽤
２）講座修了をもって取得する国家資格と同等の資格取得費⽤
３）就労の能⼒向上のための資格取得費⽤
４）その他村⻑が認めた資格取得費⽤
・補助率  1/2（限度額 50千円）

地域振興課
商工振興係
内線 252
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番号 補助⾦等名称 対象者・要件具備者 対象経費・補助額 所管課係

50 商工業新規開業支援
補助⾦

村内で新たに商工業を開業する村商工会に加
⼊した個人、または企業

新規に開業する店舗、事務所等に要する新築、改築費、修繕費
・補助率  1/2（限度額 1,000千円）

地域振興課
商工振興係
内線 252

51 商工業設備資⾦利子
補給

村内に居住し、商工業を営む個人又は、村内
に事務所を有し商工業を営む法人

⾦融機関から借り⼊れて、設備投資を⾏う場合の償還利子
・対象借⼊額／500千円以上5,000千円以下の借り⼊れ
・補助額  10/10（最⻑10年間）

地域振興課
商工振興係
内線 252

52 経営改善貸付利子補
給補助⾦

村内に居住し、商工業を営む個人または法人
で、商工会の経営指導を受けている小規模事
業者

経営改善に必要となる資⾦として、マル経融資（小規模事業者経
営改善資⾦）を受けた際の償還利子
・補助額  10/10（最⻑10年間）

地域振興課
商工振興係
内線 252

53 中小企業退職⾦共済
掛⾦補助⾦

中小企業退職⾦共済制度に加⼊している村内
に事業所を有する中小企業

中小企業退職⾦共済制度の掛⾦の補助
・補助率  基準に合う掛⾦の1/4（契約ごとに最⻑５年間）
・補助要件／⽉額4千円以上、10千円までの掛⾦が対象
     （要件内の途中増額も補助対象）

地域振興課
商工振興係
内線 252

（総務課）507soumu@vill.higashishirakawa.gifu.jp （建設環境課）507kenkan@vill.higashishirakawa.gifu.jp
（村⺠課） 507sonmin@vill.higashishirakawa.gifu.jp （教育委員会）507kyoiku@vill.higashishirakawa.gifu.jp
（産業振興課）507sanshin@vill.higashishirakawa.gifu.jp （保健福祉センター）507hoken@vill.higashishirakawa.gifu.jp   
（地域振興課）507chishin@vill.higashishirakawa.gifu.jp

メールでの問い合わせも受け付けています
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