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U･Iターン

者向け
区分 小区分 支援策の名称 内  容 担当窓口 連絡先

◎ 仕事 就職
新生活応援補助

金

就職等でU・Iターンされる方に、県内からの移住で３万円・県外から

の移住で５万円を補助します。
元気発信課 0257-21-2311

仕事 就職
若年者就労支援

事業

ハローワーク柏崎と柏崎市が連携して開設するワークサポート柏崎を主

会場に、概ね３５歳までの若年者と保護者を対象とした就職サポート相

談・職業適性診断・就職支援セミナーなどの就労支援を行います。

ワークサポー

ト柏崎
0257-21-8621

仕事 就職

柏崎・刈羽・出

雲崎 大学生等

対象企業説明会

大学生等を対象に柏崎管内（柏崎・刈羽・出雲崎）の企業の説明会を行

います。

柏崎職安管内

雇用促進協議

会

0257-22-3161

仕事 就職
林業新規雇用促

進支援事業

新規に作業員を雇用する市内の林業経営体に、雇用した月から１年間補

助金（定額１人当たり１か月15万円以内）を交付します。（採択条件

があります。）

農林水産課 0257-43-9131

仕事 起業 創業支援事業
柏崎市創業支援事業計画に基づき、創業率の向上と起業家の発掘や育成

支援を行います。
商業観光課 0257-21-2335

◎ 仕事 就農

地域営農支援事

業（Ｕ・Ｉター

ン者新規就農支

援）

柏崎市外から移住し1年以上居住した就農者及び就農希望者の就農に係

る初期費用の一部を交付します。（補助率8/10以内。上限30万円以

内。3年間を限度とする）

農政課 0257-21-2305

◎ 仕事 医療・介護
介護職員就職支

援事業補助金

介護福祉士・介護支援専門員・社会福祉士として市内の介護施設又は病

院に就職をした場合、２０万円（就職にあわせて柏崎市内に転入した場

合は３０万円）を支援（３年以上継続勤務できなかった場合は全額返

還）します。

介護高齢課 0257-21-2228

◎ 仕事 医療・介護
看護師就職助成

金

看護職員として市内の病院等に就職をした場合、２０万円（就職にあわ

せて柏崎市内に転入した場合は３０万円）を支援（３年以上継続勤務で

きなかった場合は全額返還）します。

国保医療課 0257-43-9141

◎ 仕事 医療・介護
福祉職員就職支

援事業補助金

社会福祉士・介護福祉士・精神保健福祉士・保育士として市内の障害児

者の入所施設に就職をした場合、20万円（就職にあわせて柏崎市内に

転入した場合は30万円）を支援（3年以上継続勤務できなかった場合は

全額返還）します。

福祉課 0257-21-2299

◎ 仕事 その他

漁業就業者支援

事業（新規漁業

就業者支援）

新規に漁業協同組合の正組合員になる者に対して、初期の経営安定を図

るため、漁業経費、研修費及び生活費に対して、月１０万円（漁家子弟

は5万円）を２年間補助します。

農林水産課 0257-43-9131

◎ 仕事 その他

漁業就業者支援

事業（漁船購入

支援）

経営を拡大するために漁船をリース、又は購入し、更新する漁業協同組

合の正組合員に対して、漁船購入時に支払う月々の支払額の1/2（最大

5万円）を5年間補助します。

農林水産課 0257-43-9131

◎ 仕事 その他
地域おこし協力

隊

都市地域等から過疎地域等へ生活の拠点を移した方を、市が地域おこし

協力隊として任用し、地域協力活動に従事してもらいます。（選考試験

があります。）

市民活動支援

課
0257-21-2272

◎ 住宅 賃貸

Ｕ・Ｉターン促

進住宅支援事業

補助金

県外から柏崎市にＵ・Ｉターンにより就職かつ、賃貸住宅を契約して居

住する若者に住宅手当等を除く家賃の１／３（上限２万円）を２年間支

援します（中学生以下の子を含む世帯の場合は、一律５千円〔月額〕の

加算があります。）。

元気発信課 0257-21-2311

◎ 住宅 賃貸
林業新規雇用住

宅支援事業

市内の林業経営体に新規雇用され、市内に住民登録した作業員が市内に

住宅を借りた場合に家賃の一部（住宅手当などを除いた額の1か月当た

り１／２の家賃を２年間で上限月額３万円）を補助します。（採択条件

があります。）

農林水産課 0257-43-9131

◎ 住宅 新築・購入
Ｕ・Ｉターン住

宅取得助成金

Ｕ・Ⅰターンにより市内金融機関から住宅用資金を借入れ、柏崎市内に

定住用住宅を取得するものに対して、基本１０万円の助成金（加算要件

あり）を支給します。

元気発信課 0257-21-2311

【柏崎市】
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◎ 住宅 リフォーム

住まい快適リ

フォーム事業補

助金（空き家リ

フォーム工事）

１年以上居住者のいない空き家住宅をリフォーム工事し、５年以上居住

する方に対し、リフォーム費用の一部（リフォーム工事の２０％で、市

内転居者は上限５０万円、市外転入者は上限７０万円、子育て世帯又は

空き家バンク登録物件は上限１５万円加算）を補助します。

建築住宅課 0257-21-2291

住宅 リフォーム

住まい快適リ

フォーム事業補

助金（住宅リ

フォーム工事）

自ら居住する住宅のリフォーム工事を行う方に対し、リフォーム費用の

一部（リフォーム工事費の２０％で、通常の世帯は上限１５万円、中学

生以下の子どものいる世帯（子育て世帯）は上限３０万円、子育て世帯

とその親世帯で同居している２世帯住宅（３世代同居）は上限３５万

円）を補助します（工事費１５万円未満のリフォームは除く）。

建築住宅課 0257-21-2291

◎ 住宅
空き家バンク

等

柏崎市空き家バ

ンク
市内の空き家物件を申請によりWebサイトを通じて紹介します。 建築住宅課 0257-21-2291

◎ 住宅 その他

柏崎市空き家活

用のための家財

道具等処分支援

事業補助金

空き家バンク登録物件の家財道具等の処分費用や処分に伴う清掃費用の

一部を補助します。

補助対象者は空き家所有者の他、県外からの転入者が対象となります。

建築住宅課 0257-21-2291

◎ 住宅 その他

柏崎市克雪すま

いづくり支援事

業補助金

市内の指定地区（積雪量が比較的多い地区）内にある個人住宅を、融雪

式住宅や落雪式住宅などの雪下ろしの必要がない克雪住宅に整備（新

築、増改築または改良）する際に、当該工事費の一部（補助上限額３３

万円～５５万円）を補助します。

また、同地区内の個人住宅に命綱固定アンカーを設置する際に、当該工

事費の一部(補助上限額５万円～１０万円)を補助します。

建築住宅課 0257-21-2291

住宅 その他

低炭素型家庭用

創エネ・省エネ

機器導入補助事

業

住宅に家庭用創エネ・省エネ機器を設置する方に、最大５０万円の補助

金を交付します。
環境課 0257-23-5170

結婚・子育て 子育て ブックスタート

４カ月児健診を迎えられた赤ちゃんに絵本２冊を差し上げます。

赤ちゃんと一緒にゆったりと絵本のことばと絵本を楽しんでいただき、

「絵本で子育て」の推進に取り組みます。

図書館 0257-22-2928

結婚・子育て 子育て 早期療育事業
発達に心配のある乳幼児及び就学前のお子さんを対象に、子どもの成長

促進や保護者の不安軽減のため、各種の相談、支援を行います。

子どもの発達

支援課
0257-20-4216

結婚・子育て 子育て

ファミリー・サ

ポート・セン

ター

仕事、家事、育児の両立を支援するための子育て応援ネットワークで

す。子育てのお手伝いをしてほしい方（依頼会員）と子育てのお手伝い

をしてくださる方（提供会員）が助け合いながら活動しています。

子育て支援課 0257-20-4215

結婚・子育て 子育て 休日保育

次の２つの要件を満たす方を対象に、日曜日や祝日に保護者が仕事のた

め家庭で保育ができないときに、お子さんをお預かりします。

①柏崎市内の保育園や幼稚園、認定こども園、小規模保育事業所に入園

している１歳から就学前までのお子さん

②保護者が休日勤務のため家庭での保育が困難な方

柏崎保育園子

育て支援室
0257-22-7580

結婚・子育て 子育て 病児保育

子どもが風邪や病気にかかり、病気の回復期に至っていない状態または

回復期で、保育園や幼稚園に通わせることができないときに、お子さん

をお預かりします。

対象は市内に居住している生後2か月以上の乳幼児と小学１年生から小

学３年生までのお子さんです。

※乳幼児は、柏崎市内の保育園・認定こども園・幼稚園等に通園してい

るお子さん。

病児保育室

「ムーミンハ

ウス」（国立

病院機構 新

潟病院内）

0257-20-6331

結婚・子育て 子育て 病児保育

子どもが風邪や病気にかかり、病気の回復期に至っていない状態または

回復期で、保育園や幼稚園に通わせることができないときに、お子さん

をお預かりします。

対象は市内に居住している１歳以上の乳幼児と小学１年生から小学６年

生までのお子さんです。

※乳幼児は、柏崎市内の保育園・認定こども園・幼稚園等に通園してい

るお子さん。

病児保育室

「ぴっころ」

（柏崎総合医

療センター）

0257-21-5540

【柏崎市（つづき）】
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結婚・子育て 子育て 一時預かり

柏崎市内に住所があり、保育園や幼稚園、認定こども園、小規模保育事

業所に通っていない生後６か月以上のお子さんを対象に、保護者の通院

や冠婚葬祭、学校行事への参加、育児疲れでリフレッシュしたいときな

ど一時的に保育が必要なときに、保育園でお子さんをお預かりします。

保育課 0257-21-2233

結婚・子育て 子育て
地域子育て支援

拠点事業

入園前の子育て中の保護者と子どもが安心して過ごし、交流や相談する

ことのできる場所です。保育園や幼稚園に併設されている子育て支援室

や、元気館「ジャングルキッズ」がご利用できます。

保育課 0257-47-7785

◎ 体験・交流 イベント等
新規就農者体験

支援事業

柏崎市外からの新規就農希望者や農業に興味がある者の就農へ向けての

きっかけづくりとして行う農業体験に係る費用を助成します。
農政課 0257-21-2305

体験・交流 イベント等 柏崎公民館講座

料理・スポーツ・芸術・科学など、誰もが参加できる幅広い分野の講座

を実施します。また、シニア・子ども・子育て世代など、それぞれのラ

イフステージに沿った講座も実施します。

文化・生涯学

習課
0257-20-7500

体験・交流 イベント等
かしわざき市民

大学

大学や関係機関と連携し、文化・歴史・経済・政治・地域振興などさま

ざまな分野の知識を習得する講座を実施します。

文化・生涯学

習課
0257-20-7500

◎
パンフレット

等
- 移住ガイド

暮らしや仕事、子育て支援などの定住人口増加をめざし、市の魅力発信

に係るリーフレットを作成しました。
元気発信課 0257-21-2311

ポータルサイ

ト
-

すくすくネット

かしわざき

柏崎市のさまざまな制度や子育て情報が確認できる子育て家庭への情報

提供のサイトです。
子育て支援課 0257-20-4215

◎ その他 - 移住支援金

一定の条件を満たして東京圏から移住した方に対し、移住支援金（単

身：60万円、世帯：100万円）を支給します。（就業、テレワーク、

関係人口、起業のいずれかの要件を満たす方）

元気発信課 0257-21-2311

その他 -
看護師養成所入

学祝い金

市内看護師養成所に入学した場合、１０万円（入学した年の１月１日以

前に市内に住所を有する場合は２０万円）を支援（看護師養成所を退学

した場合は全額返還）します。

国保医療課 0257-43-9141

その他 -
電気自動車等購

入補助事業

柏崎市内にお住まいの方で電気自動車とプラグインハイブリッド自動車

を購入した方の経費について、補助金（車種により異なる）を交付しま

す。

環境課 0257-23-5170

その他 -
奨学金償還補助

金
柏崎市奨学金の償還金について一部を補助します。 教育総務課 0257-21-2360

◎ その他 -

ウェルカム柏崎

ライフ応援事業

補助金

奨学金を受けて大学等に進学し、卒業後に柏崎市に居住した方に奨学金

償還額の一部（前年度に返還した奨学金の１／２で上限１０万円を返還

開始から６０か月分）を補助します（平成２７（２０１５）年４月以降

卒業者対象）。

元気発信課 0257-21-2311

【柏崎市（つづき）】


