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必要事項をご記入の上、
身分証明書の写しを添えて、ご提出ください。

※空き家の売買、賃貸借については、空き家所有者と空き家情報利用
希望者の当事者間で交渉・契約をしていただきます。

※交渉中、契約後のトラブル等について、市は一切関与しません。
※個人間の交渉・契約が不安な方には、（公社）新潟県宅地建物取引
業協会をご紹介します。（契約成立時には、仲介手数料がかかります。）

所有者から登録のあった市内の空き家情報を市
ホームページで公開しています。お気に入りの1軒
を見つけてください。

空き家情報の利用

空き家情報利用誓約書の提出

空き家情報（所在地や連絡先）の取得

当事者間で交渉・契約

市のホームページ等を見て
気になる物件が見つかった

糸魚川市
空き家バンク

売りたい
貸したい

買いたい
借りたい

空き家所有者

空き家情報の公開
誓約書提出登録申請

当事者間で
交渉・契約

空き家
詳細情報
の提供

空き家情報
利用希望者

空き家を登録して、市ホームページで情報を公開
しませんか？

いといがわで空き家を

売りたい・貸したい
空き家情報提供制度【空き家バンク】

いといがわで空き家を

買いたい・借りたい
空き家情報提供制度【空き家バンク】

空き家情報の登録の流れ

空き家台帳への登録
市の窓口、ホームページで
情報公開

当事者間で交渉・契約

空き家登録申込書兼登録台帳の提出

糸魚川市空き家バンク 糸魚川市空き家バンク

●登録時
　⑴空き家登録申込書兼登録台帳（様式第1号）
　⑵間取り図
　⑶写真　外観、居間、台所、風呂、トイレは必須。
　　　　　原則電子データを提出
●登録内容の変更・削除時
　⑴空き家登録事項変更等届出書（様式第3号）

【提出書類】
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※補助金の決定を受けた方が、転入して１年以内に市外へ転出した場
合や偽りその他不正行為があった場合、補助対象者の要件を満たさ
なくなった場合は、補助金の交付決定の取り消しや、返還をしていただ
く場合があります。

「補助金交付申請書」に必要書類を添えて、ご提出ください。

【注意事項】

実績報告書に必要書類を添えて、ご提出ください。

空き家を買って改修したい

空き家の改修

補助金交付申請1空き家情報提供制度を通じて空き家を購入した方
を対象に、空き家の改修にかかる費用の一部を補
助します。

《空き家改修事業補助金》

補助対象者の要件

（改修工事着手14日前まで）

（改修工事完了後30日以内）

18歳以下の子どもが
同一世帯にいる場合は

補助率

上限額

2分の１

100万円
（千円未満切捨）

次のいずれにも該当すること。

⑴市外在住者又は当市に転入して１年以内の方（空
き家の所有者と親子関係にある場合は、対象外。）
⑵制度を通じて空き家を購入した後、１年以内に住宅
等の改修を行うこと。
⑶空き家の改修を終了した日以後、１年以上当市に
住所を有し、かつ居住の見込みがあること。
⑷市内に本店又は支店を有する業者（個人事業者を
含む。）の施工により改修工事を行うこと。
⑸本補助金の交付を受けたことがない空き家である
こと。
⑹市税等の滞納が無いこと。

⑴実績報告書
⑵収支決算書
⑶補助対象経費の証拠書類（領収書等の写し）
⑷改修した箇所を示す位置図及び写真

【提出書類】

⑴移住定住促進空き家改修事業補助金交付
　申請書（様式第5号）
⑵収支予算書
⑶空き家改修工事の見積書の写し
⑷空き家を購入したことを証明する書類の写し
　（登記簿謄本又は売買契約書等の写し）
⑸改修する位置を示した平面図及び着工前
　写真
⑹申請者の身分を証明できる書類の写し
　（運転免許証又は保険証等の写し）

【提出書類】

1

2

実績報告3

対象経費の総額が、30万円以上のものに限る。

空き家の改修費用※の

補助率

上限額

3分の１

50万円
（千円未満切捨）

※居住に必要な住宅又は付帯する施設の修繕及び増
築に係る経費。備品購入費、外溝工事は対象外。



※1 賃貸借契約に定められた賃借料（管理費、共益費、駐車場使用料
等を除く。）の月額から事業所等より支給される住宅手当等を除い
た額をいう。

※2 糸魚川市外の事業所等（自営業など個人事業主を含む。）に１年以
上勤務した方又は勤務している方で定住する意思をもって市外から
糸魚川市に転入した方

※3 公営住宅又は社宅、官舎、寮等の給与住
宅を除く。

※4 雇用期間の定めがなく雇用され
る労働者及び一定の雇用
期間を定めて雇用される
労働者のうち、雇入れ
の時から１年を超えて
引き続き雇用されると
見込まれる労働者
（１週間の所定労働
時間30時間以上で
あるパートタイム労働
者を含む。）をいう。

いといがわで賃貸住宅に住みたい
《UIターン促進住宅支援事業補助金》

糸魚川市内にUI ターンする方が、賃貸住宅に入居
する場合に、賃貸住宅家賃の一部を補助します。

月額家賃※1の

補助率

上限額

2分の１

補助期間 2年間
3万円／月
（千円未満切捨）

次のいずれにも該当すること。

補助対象者の要件

⑴UIターン者（※2）で市内の賃貸住宅（※3）に居住
し、市に住民登録をした方
⑵申請年度の４月１日において、年齢が20歳以上40
歳未満の方
⑶常用労働者（※4）として就業している方（市内で
新規に農林水産業に就業する方又は個人事業を
営む方を含む。）
⑷他の公的制度による家賃助成を受けていない方
⑸将来、市外へ転出する見込みのない方
⑹市税等の滞納が無いこと。

「補助金交付申請書」に必要書類を添えて、ご提出ください。

10月から3月の間の家賃にかかる補助額分

4月から9月の間の家賃にかかる補助額分

実績報告

5月末まで
補助金交付申請

2年目

補助金交付申請
（糸魚川市に住民登録をした日から60日以内）

（3月31日まで）

概算払請求（10月20日まで）

【提出書類】

⑴UI ターン促進住宅支援事業補助金交付
（変更）申請書（様式第1号）
⑵常用労働者の場合は、就労証明書（様式第3号）
個人事業主の場合は、開業・廃業等届出
書の写し等

⑶賃貸借契約書の写し又は賃貸住宅の家賃
が分かるもの

⑷就労経歴書（様式第2号）
⑸世帯全員分の住民票の写し

【提出書類】

⑴UI ターン促進住宅支援事業概算払請求書
（様式第4号）
⑵家賃納入証明書（様式第5号）

【提出書類】

⑴UIターン促進住宅支援事業実績報告書
（様式第6号）
⑵家賃納入証明書（様式第5号）

1

2

3

※年度ごとに申請が必要です。



空き家情報提供制度を通じて空き家を売却した方を対
象に、空き家の売却に当たって実施する家財道具等
の搬出及び処分にかかる費用の一部を補助します。

「補助金交付申請書」に必要書類を添えて、ご提出ください。

次のいずれにも該当すること。

（搬出及び処分着手14日前まで）

補助対象者の要件

補助金交付申請

実績報告書に必要書類を添えて、ご提出ください。

⑴制度を通じて空き家を売却する空き家の所有者。
（法人は対象外。）
⑵市内に本店又は支店を有する業者（個人事業者を
含む。）により処分を行うこと。
⑶本補助金の交付を受けたことがない方。
⑷市税等の滞納が無いこと。

（搬出及び処分完了後30日以内）
実績報告

家財道具等の処分

⑴実績報告書 
⑵収支決算書
⑶補助対象経費の証拠書類（領収書等の写し）
⑷処分した家財道具の数量がわかる書類

【提出書類】

⑴補助金交付申請書
⑵事業計画書
⑶収支予算書
⑷売買契約書の写し
⑸家財道具等の搬出及び処分にかかる
　一般廃棄物処理業者の見積書の写し
⑹処分を予定している家財道具の写真

【提出書類】

1

2

3※対象経費の総額が、５万円以上のものに限る。

家財道具等の
搬出・処分費用の

補助率

上限額

2分の１

1０万円
（千円未満切捨）

まだまだあります! 住まいの　　　　度支 援 制

短期滞在宿泊施設
宿泊料金支援

I ターン等を希望する方が、空き家の見学や手続
き、移住のための引っ越し作業等で指定の短期滞
在宿泊施設に宿泊する場合、宿泊料金を支援しま
す。１人につき年度内最大２泊まで、素泊まり
1,000 円+税。

雇用促進
住宅家賃軽減

市内に居住しようとする勤労者に対し住宅を斡旋
しています。ＵＪＩターン者の場合は、家賃を軽減して
います。（家賃：入居１～２年15,900円、入居３
～４年28,100円、入居５年以降43,200円。）

持家住宅資金
貸付制度

住宅を建築しようとする方で、自己資金の不足す
る方に対し、住宅資金を貸し付けます。（貸付
額500万円以内、年利1.65％、期間15年以
内）申込みにあたり各種条件あり。（利率は変
更になることがあります）

住宅用太陽エネルギー
利用設備設置補助

新エネルギーの普及と環境保全を推進するた
め、住宅用の太陽光発電設備または太陽熱利
用温水器を設置する方に、設備費の一部を補
助します。

いといがわ木の香る家づくり
促進事業

糸魚川産木材を利用した住宅の新築、増築及
び改築工事に要する経費の一部を補助します。
糸魚川産木材購入費の50％、１棟あたりの上
限30万円、募集棟数10棟（申込多数の場合
は抽選）

ペレットストーブ
設置補助

ペレットストーブを設置する方に、設備費の一部
を補助します。（設備費等の1/3 に相当する額
で上限100,000円※条件によって拡充あり。）

空き家を売って

家財道具を処分したい
《家財道具等処分事業補助金》



（空き家バンク）

〒941-8501 新潟県糸魚川市一の宮1丁目2番5号
TEL 025-552-1511㈹ FAX 025-552-8955
ホームページ http://www.city.itoigawa.lg.jp/
E-mail teijuu@city.itoigawa.niigata.jp

新潟県 糸魚川市 総務部
定住促進課 人口減対策係

● お問い合わせ先 ●

糸魚川ってどんなところ？

（北陸新幹線）

糸魚川市は新潟県のいちばん西にあり、西は富山県、
南は長野県に接しています。
日本海に面し約51kmある海岸線では海水浴が楽し
め、標高2,000m級の山々では、登山を楽しめます。また、
日本列島を東西に分ける断層「糸魚川̶静岡構造線」
によって市内の東西で地質が大きく異なるほか、ヒスイが
産出するなど、地質的な価値が認められ「世界ジオパー
ク」（現在の名称は「糸魚川ユネスコ世界ジオパーク」）に
日本で初めて認定されました。
北陸新幹線や北陸自動車道が通り、アクセスもしやす

い場所です。

新潟県

● 移住・定住ポータルサイト
縁あって
いといがわ暮らし

● いといがわの住まいさがし情報
空き家情報提供制度

新幹線・鉄道

19ヶ所

公園・文化施設

市内には児童福祉施設や
学校施設が充実!

●子どもから大人までみんなが楽しめる自然豊か
な都市公園や森林公園があります。

●ヒスイとフォッサマグナのことが楽しく学べる博
物館などの文化施設も充実!

医 療 施 設
●総合病院、開業医など多数の医療施設があります。
●安心!県内でも数少ない24時間365日救急医
療体制

公共 交 通
●鉄道や路線バス、コミュニティバス等市内ほぼ
全域で確保されています。

通 信 環 境
●市内の居住地域のほとんどは主要携帯電話会
社の通話可能エリア!

●高速インターネット回線も利用できます!※一部
利用できない地域があります。詳しくは各社
ホームページにてご確認ください。

●ケーブルテレビも楽しめる!※能生地域に限ります。

保 育 園

4ヶ所幼 稚 園

21ヶ所小・中学校

3ヶ所高等学校

約2時間東京から

（JR北陸本線・北陸新幹線）
約3時間30分大阪から

（上信越自動車道・北陸自動車道経由）

車

約4時間東京から

（名神高速道路・北陸自動車道経由）
約5時間大阪から

Access

糸魚川の地区MAP

←富山

↓白馬

上越→
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