利用者氏名

利用者氏名

利用人数

定住サポート一覧

※利用者は、転入者に限ります。

働く・婚活

※利用者は、転入者に限ります。

★魚津での暮らしを応援します★

新規就農者規模拡大助成（農業）
新規就農者が農地中間管理機構から農地を借入した場合に
助成金を交付します。
農林水産課/市役所3階（☎0765-23-1032）

マリッジサポート会員

利用人数

求人

魚津中央通りチャレンジショップ支援

内職については商工観光課にて相談を受け付けています。
その他魚津市内の求人情報に関しては、魚津公共職業安定
所（☎0765-24-0365）にてご相談下さい。
商工観光課/市役所3階（☎0765-23-6195）

募集中

商店街活性化のため、開業を考えておられる方が1年間、中
央通り名店街にてチャレンジショップを開店するお手伝い
をします。【出店者負担】家賃月額1万円（最長12か月）
商工観光課/市役所3階（☎0765-23-6195）

とやまマリッジサポートセンター
分からないことや相
談したいことがある
場合は、担当課まで
ご連絡下さい☆！

結婚を希望する方に対し、セミナーやミニパーティ、１対
１のご紹介までをご提供する登録制度です。登録料無料
会員登録できるのは、20歳以上の独身男女
地域協働課/市役所2階（☎0765-23-1131）

結婚を希望している20歳以上の独身の方を対象に、「お見合い
会員」を募集しています。会員になると、会員同士の個別マッ
チングなどのサービスを受けることができます。素敵な出会い
を求めて登録してみませんか。※詳細はホームページをご覧ください。

とやまマリッジサポートセンター（☎076-471-6510）

住まい
魚津市転入者住宅取得支援
転入予定者又は転入して２年以内の方が魚津市内に100万円
以上の住宅を取得される場合、補助金を交付します。
【上限額】新築:40万円 中古:20万円 左記に加え、子育て
加算 ＋10万円
都市計画課/市役所3階（☎0765-23-1031）

うおづの木利用促進
「魚津産の木材」を使用した個人住宅建設に対して、補助
金を交付します。補助金額は魚津産木材の使用量によって
決まります。
【上限額】40万円
都市計画課/市役所3階（☎0765-23-1031）

空家バンク
魚津市内にある登録された空家の情報
提供を行っています。
都市計画課/市役所3階（☎0765-23-1026）

魚津市若年移住者賃貸住宅助成

移住支援事業・マッチング支援事業

３大都市圏居住者移住支援事業

40歳未満の方が市内の賃貸住宅に転入し、かつ、県内事業所に
就業する（している）場合、入居費用を一部助成します。入居
又は転入日のいずれか早い日から３ケ月以内に届け出が必要で
す。 【上限額】10万円

東京23区に５年以上継続して居住又は５年以上継続して勤務し
ていた方が市内に転入し、県の指定する企業に就職した場合、
移住支援金を助成します。世帯：100万円、単身：60万円、起
業する場合、更に200万円

東京圏、中京圏、関西圏の3大都市圏に、５年以上継続して居
住していた方が市内に転入し、県の指定する企業に就職若しく
は就職することが決まっている場合、移住支援金を助成しま
す。世帯：10万円、単身：６万円

地域協働課定住応援室/市役所2階（☎0765-23-1095）

地域協働課定住応援室/市役所2階（☎0765-23-1095）

地域協働課定住応援室/市役所2階（☎0765-23-1095）

子育て支援センター

親子ほっとステーションあいあい

子育て・教育
妊産婦医療費助成

こども課/市役所1階10番窓口（☎0765-23-1006）

保育園や幼稚園に入園前の親子が遊べる場です。市内２箇
所で実施しています。
のびのび（健康センター内）にこにこ（かづみ認定こども
園2階）
のびのび（☎0765-24-0415）にこにこ（☎0765-23-2225）

親子ほっとｽﾃｰｼｮﾝあいあい/健康センター内（☎0765-24-3999）

妊婦さんの集い

安産マタニティヨガでりらっくす

パパとママの育児教室

妊産婦さんが健やかに出産を迎えられるように、妊娠中の
特定の病気の医療費を助成します。

ママや赤ちゃんのからだのこと、育児のことなど、助産師
や保健師等が相談に応じます。

先輩ママや赤ちゃん、妊婦さん同士の交流、助産師のお話
と相談を行っています。

妊婦さん向けのヨガ体操や管理栄養士のお話があります。

妊婦体験ジャケットの着用、先輩パパからの体験談、おむ
つ交換と沐浴の実習で子育ての準備をします。

親子ほっとｽﾃｰｼｮﾝあいあい/健康センター内（☎0765-24-3999）

親子ほっとｽﾃｰｼｮﾝあいあい/健康センター内（☎0765-24-3999）

親子ほっとｽﾃｰｼｮﾝあいあい/健康センター内（☎0765-24-3999）

不妊治療費助成・不育症治療費助成

子育て支援コーディネーター

こども医療費助成

申請日までに1年以上、市に住所がある夫婦に不妊治療費の一部を助成しま
す。①体外受精など特定の不妊治療②男性不妊治療③不育症治療費
【助成額】①③年間30万円（①１回当たり限度額20万円）②年間15万円

子ども及び保護者等、または妊娠している方が、教育・保育
施設や地域の子育て支援事業等を円滑に利用できるよう、
情報収集・提供、相談、助言を行っています。

健康センター（☎0765-24-3999）

こども課/市役所1階11番窓口（☎0765-23-1079）

保育料軽減事業

保育
延長保育や一時預かり保育（保育園・認定こども園）、送迎
対応可能な病児・病後児保育（病児・病後児保育室キッズベ
アー）を行っています。

こども課/市役所1階11番窓口（☎0765-23-1079）

こども課/市役所1階11番窓口（☎0765-23-1079）

ひとり親支援

学童保育

こども課/市役所1階10番窓口（☎0765-23-1006）

魚津市奨学資金
経済的な理由で就学が困難であり、かつ優秀な学生に修学
上必要な資金を貸与します。県外進学者が、卒業後魚津市
に戻った場合、返還金の一部を補助します。
【高校】月額13,000円 【大学・短期大学】月額40,000円
教育委員会教育総務課（☎0765-23-1043）

こども課/市役所1階10番窓口（☎0765-23-1006）

ファミリーサポートセンター

保育園・幼稚園に通う第3子以降の保育料及び同時入所の第2
子保育料の無料化（所得制限なし）など保育料軽減事業を
実施しています。

母子・父子家庭等向けの児童扶養手当や医療費の助成、学習
支援などを行っています。

0歳から中学校3年生までの入院費、通院費がともに無料で
す。

子どもを預かってほしい方と子どもを預かってくださる方
が会員になり、育児の助け合いを行います。詳しい手続き
等は、魚津市社会福祉協議会（0765-22-8388）へお問い合
わせください。
こども課/市役所1階10番窓口（☎0765-23-1006）

就学援助制度

市内10箇所で実施しています。
※生活保護、児童扶養手当や就学援助等を受けている世帯
は減免制度あり
こども課/市役所1階11番窓口（☎0765-23-1079）

魚津市奨学生定住支援補助金制度
県外進学者が、卒業後魚津市に戻った場合に返還金の一部
を補助します。
【補助額】奨学金返還額の20％（補助期間10年）

小・中学校児童生徒のいる家庭で、経済的理由で就学にお困
りの方に対し、学校給食費や学校用品費などについて助成
します。
教育委員会学校教育課（☎0765-23-1044）

魚津市定住応援サイト

教育委員会教育総務課（☎0765-23-1043）

健康・長寿

魚津市子育て応援サイト

地域包括支援センターは、高齢者のみなさんが住み慣れた地域でいつまでも生き生きと暮らせるように、健康
や福祉、介護など様々な相談をお受けする高齢者の総合相談窓口です。適切な機関を紹介したり、各種制度や
サービスの支援をします。お気軽にご相談ください。

魚津市役所ホームページ
高齢者の安心相談窓口

○魚津市地域包括支援センター

（市役所１階

いーふくし
電話０７６５-２３-１２９４ ご利用時間は、月～金曜日 ８時３０分～１７時１５分
・高齢者福祉サービスは、社会福祉課高齢福祉係 電話０７６５-２３-１００７ でも対応しています。

社会福祉課内）

※ここに掲載された制度は一部抜粋したものです。
詳しい内容は、HP等をご確認ください。

◆市外交通◆

◆市内交通◆

◆教育◆

・市内バス（9路線）

①自動車で富山市まで
区間
魚津市内
～富山市内

保育園 11園（公立8園/私立3園） 小学校

5校（公立5校）

・タクシー

認定
こども園

5園（私立５園）

２校（公立２校）

・レンタサイクル

幼稚園

１園（公立１園）

・富山地方鉄道バス（２路線）

所要時間
約30分

中学校

学童保育 １０か所

（魚津駅前観光案内所・魚津水族館・
②あいの風とやま鉄道で富山駅まで（魚津駅）

区間
魚津駅
～富山駅

所要時間

海の駅「蜃気楼」・大町観光案内所・

◆イベント・飲食店など ～魚津たびナビ～◆

片貝山ノ守キャンプ場）

魚津市観光協会の公式サイト。
イベントや自然景観等の観光情報が満載。
「ラーメン屋さん情報」ページは人気があり
ます。

約20分

魚津市民バス
③富山地方鉄道で富山まで
（西魚津駅・電鉄魚津駅・
新魚津駅・経田駅）
区間
所用時間
魚津市内
約50～60分
～電鉄富山駅

市内9路線を走る市民バスは1人1乗車
200円（大人）100円（小・中学生、高校生）
で市民の重要な交通手段となっています。

☆図書館（☎0765-22-0462）
様々な蔵書を揃え、AVブースや自習室等も備わり、市民の皆さんに広く利用されてい
ます。なお、住民票や印鑑登録証明証の発行も受け付けています（ただし、請求できる
人および発行できる住民票が限られています）。

★新川文化ホール（☎0765-23-1123）

おもタク

④黒部宇奈月温泉駅へ
手段
富山地方鉄道
（新黒部駅）

所要時間

「おもタク」は
魚津市内
⇔黒部宇奈月温泉駅（新幹線駅）
を結ぶ１乗車1,000円の便利な移動
手段です！

約15～20分

おもてなし魚津直行便
[予約式あいのり
タクシー]

約20～40分

自動車

約15～30分

コンサートや各種イベント、文化教室等を開催しています。

★新川学びの森天神山交流館（☎0765-31-7001）
生涯学習教室や趣味講座・音楽活動の練習など、幅広い活動に利用できます。

☆ありそドーム（☎0765-23-9800）
室内スポーツ、展示会、フェアなど様々なイベントが開催されます。

★桃山運動公園（☎0765-22-0077）
野球場、陸上競技場等の大型スポーツ施設の他、サッカーやラグビー、テニスの競技
に利用できる運動広場があります。

お問合せ先

☆片貝 山ノ守キャンプ場（☎0765-32-7755）
キャンプやバーベキューなど自然のど真ん中でアウトドア活動ができます。
キャンプ場横の河原は、水遊びに最適です。

魚津市役所 定住応援室 (地域協働課内）
〒937-8555 富山県魚津市釈迦堂一丁目10番1号
TEL 0765-23-1095 ／ FAX 0765-23-1051
Mail teiju@city.uozu.lg.jp

ミラージュランド（遊具施設）、海水プール、パークゴルフ場等があります。春に咲き誇
る桜は、桜の名所になっています。

ようこそ魚津市へ☆
＼ はじめよう！ ／

転入者の皆さま！
魚津で生活するにあたっ
て、不安や素朴な疑問は
ございませんか？
是非、２階の定住応援室
（地域協働課内）へお気
軽にお寄りください。

★総合公園（☎0765-24-6999）

うおづ
2019年度

★埋没林博物館（☎0765-22-1049）
魚津の海岸で発見された特別天然記念物“魚津埋
没林”をその場で保存・展示しています。
※土・日・祝は、中学生以下入館無料
カフェ「KININAL（きになる）」併設

（切り取り線）

みほん

埋没林博物館
入館無料券
【転入世帯での１回の利用に限る】

ライフ

魚津市定住支援制度一覧〔概要版〕

ゴマフアザラシの
「ハルちゃん」
お待ちしております

魚津市の特徴
魚津市は、市街地から海にも山にも10分ほど
で行くことができ、市中心部には商業施設が数
多く立ち並んだ、自然と利便性を兼ね備えた生
活するのに“ちょうどいい”まちです。
街中からは北アルプスの雄大な山並を間近に
見ることができ、目前には「蜃気楼・埋没林・ホ
タルイカ」といった海の神秘に出会える富山湾
が広がり、質の良い農林水産資源も含め、海と
山の“おいしいとこどり”ができます。
★歴史民俗博物館（☎0765-31-7045）
展示されている民俗資料や考古資料などから魚
津の歴史を知ることができます。入館無料！

★魚津水族館（☎0765-24-4100）
大人から小人まで楽しめる水族館です。
※魚津市内の中学生以下は入館無料
（切り取り線）

魚津水族館
入館無料券
【転入世帯での１回利用に限る】

みほん

