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市町村名 空き家バンク担当課 担当係 連絡先（ＴＥＬ）

宮崎市移住
センター

運営

移住・定住者対策
（企画政策課）

宮崎市移住センターに常駐している移住コンシェルジュが、ワンストップで相談対応や情報提供を
実施。宮崎市、国富町、綾町の魅力を発信し、移住や定住を推進する。
　【主な事業内容】
・相談、コーディネート業務  ・ウェブやFacebook、Instagram、LINE、パンフレットによる情報発信
・移住後のフォローアップ
・移住者や関係団体、移住アンバサダーとの意見交換、ネットワークの構築

空き家
空き家情報バンク 宮崎市内にある空家等の情報を収集し、登録をすることにより移住希望者に対し、空家等の情報を

提供する。
空き家情報バンク 田舎暮らしを希望する人に、空き家を保有し、売却や賃貸したい持ち主を都城市が紹介。

宅地建物取引業協同組合と連
携した物件情報の提供

都城宅地建物取引業協同組合と協定書を締結しており、上記バンク以外の同組合が管理する物
件についても、移住希望者の希望に応じた物件情報の提供を実施。

移住全般
情報発信

延岡市移住・定住サイト
「すみずみ延岡」

住まいや仕事、子育て、地域医療、教育、観光情報など、移住希望者向けの情報や支援策を掲載
した専用サイト。

住宅補助
延岡市住み替え住宅バンク 宅建協同組合等と連携して市内の空き家物件を登録・紹介しているサイト。

当住み替え住宅バンクに登録された空き家に附属する農地について、取得要件の緩和あり。

延岡日向「いい住まい.com」 延岡日向宅建協同組合が運営する住宅物件の検索サイト。

移住全般
専門相談員

移住定住コンシェルジュ 移住専門相談員が、仕事、子育て等の情報提供を中心としたきめ細かな対応を行うとともに、自治
会長への挨拶同行等、空き家カウンセラーと連携しながら、移住前・移住後のサポートを行う。

移住支援
情報発信

宮崎日南移住ナビ 移住者の体験談や相談会情報、空き家バンク情報などを発信する移住支援特設サイト。移住定住
コンシェルジュのフェイスブック部分では、移住に関するタイムリーな情報発信を行う。

空き家など
情報バンク

日南市空き家・
空き地情報バンク

【市外居住者可】
市内の空き家等を市のホームページ（宮崎日南移住ナビ）に掲載し、利用希望者に紹介する制度

専門相談員
空き家カウンセラー 空き家の利活用に関する総合相談窓口を設置し、移住者等に向けた住まいの情報提供や利活用

できそうな空き家の情報収集及び空き家バンクへの登録、空き家の利活用に関する住民向けセミ
ナー等を行います。

空き家等情報バンク制度 市内にある空き家・空き地の情報提供

空き家バンク活動事業補助 市の空き家バンクに登録された物件で、賃貸借の契約が締結された場合に、空き家の改修等に対
して補助金を交付（上限50万円）

中心市街地空き家活用
促進事業

中心市街地の空き家の活用、にぎわいづくり、居住人口の拡充を目的として、中心市街地エリアで
1年以上空き家となっている物件を購入した際に補助金を交付
※小林市中心市街地エリア内の1年以上空き家となっている住宅等条件有
【補助額】土地代を差し引いた住宅購入費用の3分の2以内。上限：100万円
（加算金20万円）　①②いずれかの申請で加算されます。（重複しての加算はありません）
①申請日において、中学生以下の子ども又は妊娠している者がいる子育て世帯
②転入の日の前日において引き続き1年以上の期間、本市以外に居住していた移住世帯

日向市 住居支援
住宅

日向市空き家等情報バンク 市外からの移住希望者に対し、住まいの情報として、本市の空き家物件を情報提供。
建築住宅課 空家対策推進係 0982-66-1032

串間市 空き家等情
報バンク

串間市空き家バンク事業 串間市内にある空家等の情報を収集し、登録をすることにより移住希望者に対し、空家等の情報を
提供する。

総合政策課 地域振興係 0987-55-1153

空き家等情
報バンク

空き家等情報バンク制度 市内にある空き家・空き地を活用していくため、また、ＵＪＩターンで定住を希望される方へ空き家・空
き地の情報を提供。

総合政策課
西都市移住・定住

支援センター
080-6470-4065

移住全般

移住支援

西都市移住・定住支援センター 専属の移住コンシェルジュを配置し、移住相談や各支援策の案内などに対応するワンストップ移住
相談窓口を開設しています。電話・メールのほか、オンラインやＬＩＮＥなど様々な媒体による移住相
談に対応しています。
【e-mail】saito-iju@titan.ocn.ne.jp
【LINE ID】＠542fuzwj

総合政策課
西都市移住・定住

支援センター
080-6470-4065

西都市

0984-23-1148
プロモーショング

ループ
地方創生課

住居支援

日南市

建築住宅課 空家対策係
（0985）
21-1804

土木部建築対策課 空き家対策担当 0986-23-8067

建築指導課 0982-22-7034開発指導係

0987-31-1128地域政策係総合戦略課住居支援

宮崎市 移住

小林市 住居支援

空き家

都城市 住居支援

空き家

延岡市



空き家バンク事業 空き家・空き地の売却・賃貸を希望する所有者に物件の登録をしていただき、その物件の情報を市
内外の購入・借入を希望する方に提供する制度。交渉・契約についての仲介はできないが、空き家
を希望する人と登録された空き家の所有者との連絡調整を行う。
 定住促進サイト「来やんせえびの」　http://www.ebikyan.jp/

空き家バンク活動事業
補助金

空き家バンクに賃貸を目的として登録している家屋について、市外在住者又は市外からの転入後
１年未満の者との賃貸借契約（３親等以内の親族関係による賃貸借契約を除く。）が締結される見
込みがあり、市内業者を利用して改修、清掃、家財道具等の廃棄等を行う場合に、その経費の一
部を補助。
≪補助額≫経費の1/2（上限40万円）※家主の承諾があれば、借主も申請可能。

移住支援

移住・定住支援センター 移住希望者に対して、住まい・空き家バンク・仕事・就農・移住に関する支援策など、本市で暮らす
にあたり役立つ各種情報を集約し、本市で暮らす魅力や相談者のニーズに応じた情報をワンストッ
プで提供するなど、きめ細かなサポートを行う。
【 所 在 地 】　〒889-4292　えびの市大字栗下1292番地　えびの市役所3階
【 電話番号】　0984-27-3242
【 Ｅ－mail  】　ebino-iju@aioros.ocn.ne.jp
【 専用ｻｲﾄ 】　http://www.ebikyan.jp/

三股町 住居支援

補助金制度

空き家等情報バンク
活用促進事業補助金

「三股町空き家等情報バンク」に登録している物件で、所有者と利用者との間に売買契約が締結さ
れ、利用者が３年以上定住する見込みのある物件に対して、空き家の給排水の改修や不要物の
撤去費用を補助します。
対象経費の２分の１以内で上限40万円

企画商工課 企画政策係 0986-52-1114

高原町 住居支援 空き家等
情報バンク

高原町空き家バンク事業 空き家所有者から空き家の情報を提供してもらい、ホームページで移住希望者へ情報提供。併せ
て、空き家リフォーム事業を実施（補助金最大20万円）。 総合政策課 地域政策係 0984-42-2115

国富町 住居支援 空き家等情
報バンク

国富町空き家バンク事業 国富町内にある空家等の情報を収集し、登録をすることにより移住希望者に対し、空家等の情報を
提供する。 企画政策課 企画政策係 0985-75-3126

空き家情報
綾町空き家情報バンク 綾町内にある空家等の情報を収集し、登録をすることにより移住希望者に対し、空家等の情報を提

供する。
総務税政課 消防管財係 0985-77-1112

空き家再生
事業

綾町空き家再生事業 綾町内にある空き家を町が町有住宅として10年間借り受け、希望者に対し賃貸する。借り受ける際
に250万円を上限にリフォームを実施する。10年後は所有者に返還する。 総務税政課 消防管財係 0985-77-1112

高鍋町 住居支援 空き家等情
報バンク

高鍋町空き家バンク事業 調整中
地域政策課 総合政策課係 0983-26-2018

新富町空き家バンク ・町内にある空家等の情報を収集し、登録をすることにより空き家利活用希望者に対し、空家等の
情報を提供する。

新富町空き家バンクリフォーム
等補助金

・空き家バンクを介して契約が成立した物件について、リフォーム費用を助成する。
町内業者を利用する場合：補助率1/2、上限100万
町外業者を利用する場合：補助率1/4、上限50万

西米良
村

住居支援 祝い金・
補助金

空き家改修補助金 移住者が空き家バンク登録物件に居住する場合の改修経費について補助率1/2、最大で50万円を
補助。
※売買又は5年以上の賃貸契約を結んだ場合が対象

むら創生課 0983-36-1111

木城町 住居支援 空き家等情
報バンク

木城町空き家バンク事業 木城町内にある空家等の情報を収集し、登録をすることにより移住希望者に対し、空家等の情報を
提供する。 まちづくり推進課 企画調整係 0983-32-4727

川南町空き家バンク事業 川南町内にある空家等の情報を収集し、登録をすることにより移住希望者に対し、空家等の情報を
提供する。

空き家利用促進事業補助金 空き家バンクに登録されている物件の家財道具等不要物撤去に係る費用を支援　　補助率1/2
上限10万円

空き家利用促進事業補助金 空き家バンクに登録されている物件のリフォーム費用を支援　　補助率1/2　　上限50万円

都農町 住居支援 空き家等情
報バンク

都農町空き家バンク事業 都農町内にある空家等の情報を収集し、登録をすることにより移住希望者に対し、空家等の情報を
提供する。 建設課 建築住宅係 0983-25-5717

門川町 住居支援 空き家等情
報バンク

門川町空き家等情報バンク 門川町内にある空家等の情報を収集し、登録をすることにより移住希望者に対し、空家等の情報を
提供する。

まちづくり推進課 地方創生推進係 0982-63-1140

諸塚村 住居支援 空き家等情
報バンク

諸塚村空き家バンク事業 調整中 企画課 地域振興担当 0982-65-1116

住居支援 空き家等情
報バンク

椎葉村空き家バンク事業 椎葉村内にある空家等の情報を収集し、登録をすることにより移住希望者に対し、空家等の情報を
提供する。

移住・定
住施策

住宅支援 移住・定住促進住環境整備事
業

移住・定住を目的とした住宅の改修にかかる経費について、補助率1/2もしくは1/3、最大100万円
の補助。

企画政策係総合政策課
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定住対策係
企画課

又は

移住定住支援セン
ター

えびの
市

住居支援

空き家
バンク

綾町 住居支援

0982-67-3203企画グループ地域振興課

椎葉村

川南町

0983-27-8002人口対策係まちづくり課
空き家等情
報バンク

住居支援

新富町

空き家バン
ク

住居支援 0983-33-6012



空家等情報バンク 美郷町内にある空家等の情報を収集し、登録をすることにより移住希望者に対し、空家等の情報を
提供する。

空家利活用促進事業補助金
空家バンクに登録されている物件の家財道具撤去に係る費用を支援　　補助率9/10　　上限10万
円

空家対策支援事業補助金
空家バンクに登録されている物件のリフォーム撤去に係る費用を支援　　補助率1/2　　上限50万
円

老朽危険家屋等除却促進事業
補助金

老朽危険家屋に認定された物件の除却費用を支援　補助率1/2又は4,000円/㎡の低い方　上限50
万

空き家等情
報バンク

高千穂町空き家バンク事業 高千穂町内にある空家等の情報を収集し、登録をすることにより移住希望者に対し、空家等の情
報を提供する。

住宅支援

空家利活用促進事業 「高千穂町移住・定住住宅改修事業」対象：一年以内の移住者が居住する住宅、補助率50%、補助
範囲：2万5千～10万、詳細条件は、企画観光課・地域振興係に要確認。
（類似事業として、「高千穂町木造住宅リフォーム促進事業費補助金」もある。対象：町民が所有す
る住居用木造住宅、補助率20%、補助範囲：2万～20万、詳細条件は、建設課・建築住宅係に要確
認。）移住定住支援

コーディネーター事業
移住定住支援コーディネーターを配置し、移住希望者等への相談、空き家調査等を実施。

住居支援 空き家
バンク

空き家情報システム 居住可能な空き家を登録し、町ホームページで公開し、マッチングを行う。

五ヶ瀬町 住まい
住まい

空家バンク制度 　町内の空き家・空き地等の売却、賃貸を希望し、空き家バンクに登録している物件情報を、町内
への定住等を目的として空き家等の利用を希望する方に対し提供する。 企画課 企画調整グループ 0982-82-1717

移住支援金制度 令和元年7月22日以降に、県外から宮崎県内の市町村に移住し、支援金の支給要件を満たした場
合に、移住支援金を支給する制度
【支援金支給額】2人以上の家族・世帯の場合：100万円／単身者の場合：60万円

空き家バンク 県作成HP（あったか宮崎ひなた暮らし）にて県内各市町村空き家バンク情報の掲載を実施。

※その他にも支援策はあります。また、予算上限に達した場合など支援を受けられないこともあります。 
　細かな条件その他、詳しくは、市町村の各担当者、担当部署へ問い合わせが必要です。

高千穂町 住居支援

0982-73-1207
（0982-73-1210）

地域振興係
（建築住宅係）

企画観光課
（建設課）

住居支援

住宅支援 政策推進室 政策推進 0982-62-6203

宮崎ひなた暮らし
UIJターンセンター

宮崎本部 0985-27-3685

宮崎県 移住・
定住施策

移住支援

地域振興課 商工・まちづくり係 0982-87-3910

日之影町

美郷町


