


会場出展

①関川村 ②新潟市 ③燕市
④三条市 ⑤長岡市 ⑥出雲崎町
⑦南魚沼市 ⑧湯沢町 ⑨十日町市
⑩柏崎市 ⑪上越市 ⑫妙高市
⑬糸魚川市
⑭にいがた暮らし・しごと支援センター

オンライン出展

⑮村上市 ⑯胎内市 ⑰新発田市
⑱阿賀野市 ⑲阿賀町 ⑳五泉市
㉑加茂市 ㉒小千谷市 ㉓魚沼市
㉔津南町 ㉕佐渡市

にいがた暮らし・しごと支援センターは、
オンライン相談予約も受付中！



笑顔のまち村上で
お待ちしています

理想の移住実現に向
けて精一杯サポート
いたします。
地方での暮らしぶり、
オフの過ごし方など
何でもお気軽に相談
ください。村上市

オンラインでも
まごころ対応！

オンラインでも相談
者の方に寄り添い、
分かりやすく説明し
ます。
新発田の暮らし、魅
力、制度など、お気
軽にお問い合わせく
ださい！

新発田市

元気で明るく活力あ
る魅力的なまち

私は阿賀野市にU
ターンしました。
（写真左）その経験
を活かして、「住ん
でみたい！」と思っ
てもらえるよう、市
の魅力を全力で伝え
ます。阿賀野市

移住コーディネー
ターが相談対応

阿賀町の相談は農業
や農家民宿を営む
コーディネーターが
対応します。起業経
験がある先輩移住者
から体験談やアドバ
イスを聞くことがで
きます。

阿賀町

親切、丁寧に、わ
かりやすく説明！

地域おこし協力隊が
移住体験者の目線で
お教えします！
＆
３児の母である職員
が主婦の目線でお教
えします！五泉市

個別相談に親身に
対応します！

移住検討者の皆さん
は気になること、聞
いてみたいことがた
くさんあると思いま
す。一人ひとりへの
丁寧な相談対応を意
識して行っています。加茂市

丁寧に生きる。

四季をはっきりと感
じることのできる自
然豊かな魚沼。良い
とこだけではない雪、
交通、仕事情報、住
まいなどの”魚沼暮ら
しのリアル”をお伝え
します。

魚沼市

移住検討者に寄り
添った相談対応！

移住を検討する上で
様々な悩みが出てく
ると思います。これ
に対して少しでもお
力になれればと思い
ます！今回は担当者
２人で対応します！津南町

島への移住を全力
でサポート

佐渡UIターンサポー
トセンターと佐渡市
職員が相談に応じま
す。佐渡島の実際の
暮らしや移住者向け
支援制度について、
わかりやすくお答え
します。

佐渡市

オンラインでも分
かりやすく説明し
ます。

気になるところ、
ちょっと聞きにくい
ことなど何でも気軽
にご相談ください。

胎内市

おぢや暮らしを丁
寧に説明します！

田舎で暮らしたいと
考えている方、お話
してみませんか？
あなたにしっくりく
る暮らしを見つける
お手伝いをします。
ぜひお気軽にご相談
ください！小千谷市

オンラインで仕事
相談できます！

新潟で働きたいなら、
にいがた暮らし・
しごと支援センター
へ！お仕事相談お任
せください！
★オンライン相談は
事前予約が必要です。

にいがた
暮らし・
しごと支援
センター



村上市 オンライン
■地域情報
■住まい・空き家
■移住支援策

□就職支援
□起業・創業支援
□農林水産業

■地域おこし協力隊
■交流・体験
□子育て

相談できること

イチオシ移住・定住支援！

やさしさと輝きに満ちた笑顔のまち村上

新潟県の最北端に位置する村上市。豊かな自然と、長い歴
史と共に受け継がれてきた伝統と文化を兼ね備えた、魅力あ
る資源を持ったまちです。季節を通じて村上には、言葉や写
真では伝えきれない魅力があふれています。ここには移住生
活を思う存分謳歌していただけるあなたにとっての新しい故
郷があるはずです。

タウンインフォメーション
面積1,174.24㎢ 人口57,825人
保育園14,小学校16,中学校7,中等教育学校1,高
等学校3,専門学校1,大学1
病院7,診療所43（R3.4.1現在）
平均気温13.9℃,降水量146.0mm
（令和元年度）

お問い合わせ先

村上市自治振興課
Tel       0254-75-8926（直通）
Mail    jichi-j@city.murakami.lg.jp
ホームページ
https://www.city.murakami.lg.jp/ 
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こちらもおススメ！

①Ｕ・Ｉターン促進支援金
県外から村上市に移住した場合、一定の要件を満たした方に支援金を給付し、移住の決断

を後押しします！
（対象要件）
・令和３年５月１日から令和４年２月28日の間に他都道府県から本市に移住し、２年以上
継続して居住している意思を有していること

・転入時の年齢が50歳以下であり、申請時に就業していること
（支援額）
【基本型】単身：15万円、２人以上世帯：25万円
【人材確保型（移住後に市内で看護・保育職に従事する有資格者）】
単身：35万円、２人以上世帯：45万円

②オーダーメイド移住体験ツアー
村上市での暮らしを自らの生活スタイルに合わせて体験できるオーダーメイドツアー。

申込者と市担当職員が相談の上で日程、行程を決定します。
県外からの参加者には交通費を補助します。（上限１万円）

村上市はこんな“まち”！

村上市観光
キャラクター
「サケリン」

空き家バンク むらかみファン倶楽部メールマガジン

移住後の住まい探しにぜひご利用ください。
古い町並み、家庭菜園付き、海のそばなど、
あなたのお好みの住まい探しをサポートします。

旬の村上市の情報、地域の出来事などを定期的に
配信。入会費、年会費は無料です。
登録して村上市を身近に感じてみませんか。



きめ細やかな子育て世代への支援や自然を活かした教育を通じて子ども達が健
やかにはぐくまれる環境を後押しします。是非ご相談ください。

胎内市 ■地域情報
■住まい・空き家
■移住支援策

■就職支援
■起業・創業支援
□農林水産業

□地域おこし協力隊
□交流・体験
■子育て

相談できること

イチオシ移住・定住支援！

〇「樽ケ橋遊園」、「胎内自然天文館」、「胎内昆虫の家」
など子どもの知的好奇心をくすぐる施設が数多くあります。
〇スキー、海水浴、登山etc…１年間まるごと自然を満喫でき
ます。
〇ふるさと体験学習、職場体験学習など地域と連携した体験
学習を通して、ふるさとに対する愛着、社会性や自主性を醸
成する教育を推進しています。
〇U・Iターン希望者の就職や新規創業を予定している方に地
元企業の紹介や支援を行っています。

タウンインフォメーション
人口28,367人/世帯数10,868世帯（2021/3/31現在）、面積
264.89k㎡、医院・診療所 医科17カ所/歯科16カ所、保育園
７園、認定こども園4園、小学校5校、中学校4校、高校２校、
大学１校

お問い合わせ先

胎内市総合政策課企画政策係
Tel 0254-43-6111（内線1363）
Mail  kikaku@city.tainai.lg.jp
ホームページ
http://www.city.tainai.niigata.jp/

こんな方にオススメ！

静かで快適！最長延べ60日まで利用できる家具家電付き
「移住体験住宅」をご利用ください。

胎内市はこんな“まち”！

オンライン16



新発田市 ■地域情報
■住まい・空き家
■移住支援策

□就職支援
□起業・創業支援
□農林水産業

□地域おこし協力隊
■交流・体験
□子育て

相談できること

イチオシ移住・定住支援！

山に川、海そして温泉や新発田城、たくさんの自然や文化的な
魅力に恵まれている一方で商業施設も整備されている「ちょう
どいい いなか」しばた！
「いい部屋ネット街の住みここちランキング」では新潟市に
次ぐ2位に選ばれ続けています。住み心地満点の新発田でゆっ
たりと流れる時間を一緒に過ごしませんか？

タウンインフォメーション
人口 95,777人/世帯数 37,179世帯
保育園 25園/認定こども園 9園
小学校 15校/中学校 10校
病院（・診療所）63カ所
公園 70カ所
待機児童ゼロ

お問い合わせ先

新発田市 みらい創造課
Tel       0254-28-9531
Mail    mirai@city.shibata.lg.jp
ホームページ
https://www.city.shibata.lg.jp/kurashi/iju/ind
ex.html

こんな方はぜひご相談ください！

◎移住支援（移住に関する疑問や相談に随時対応）
ワーケーション、お試し居住、オンライン移住セミナー など
◎定住支援（移住後の生活もしっかりサポート）
家賃補助、住宅の建築・取得費の一部補助、空き家バンク、首
都圏からの転入者への移住支援金（最大100万円）、移住者同
士の情報交換を行う移住カフェ など
◎その他支援（子育てするなら新発田市で！）
結婚新生活支援補助金、かかりつけ保健師や子育てコンシェル
ジュが子育てをサポート、子ども医療費助成制度（高校卒業ま
で）、天候を気にせず無料でのびのび遊べる「イクネスしばた
こどもセンター」 など
◎「しばたTomorrowライン」で新発田の情報を随時発信中！

「コロナ禍でテレワークになったので静かなところでのんびり暮らしたい！」
「田舎へ移住したいけど、適度な市街地があり、便利なところがいい！」
他にも、移住に興味がある方、新発田に興味のある方、大歓迎です！

新発田市はこんな“まち”！

オンライン17



阿賀野市 オンライン
■地域情報
■住まい・空き家
■移住支援策

□就職支援
□起業・創業支援
□農林水産業

■地域おこし協力隊
□交流・体験
■子育て

相談できること

イチオシ移住・定住支援！

新潟市の中心市街地へアクセス良好なエリアでありながら地価
が安いのが自慢です！豊かな自然にも囲まれ、五頭温泉や越冬
のために白鳥が訪れる瓢湖も有名です。飲食店やスーパー、総
合病院もあるので普段の生活で不便は感じません。また、移
住・定住支援だけでなく、子育て支援なども充実して住みやす
いまちです。自然に囲まれた中でのびのびと生活してみません
か？

タウンインフォメーション
人口41,238人/世帯数13,390世帯
保育園4園/認定こども園12園
小学校8校/中学校4校
病院2施設/一般診療所16施設/歯科
18施設/児童クラブ11施設/子育て
支援センター9施設

お問い合わせ先

阿賀野市企画財政課
Tel       0250-61-2482
Mail    kikaku@city.agano.niigata.jp 
ホームページ
https://www.city.agano.niigata.jp/ijuu/index.h
tml
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阿賀野市の疑問（Q＆A）

阿賀野市はこんな“まち”！

移住・定住支援 結婚・子育て支援

虹の架け橋住宅取得支援事業

〇 補助対象者
45歳未満の人

〇 補助対象
市内での住宅取得費

〇 補助額
転入者の方は最高100万円

【その他の支援】

住宅リフォーム支援事業／空き家バン
ク／移住支援補助金／Uターン促進奨学
金返還支援事業

子ども医療費助成

〇 補助対象者
入院・通院ともに高校卒業まで

〇 自己負担額
・入院費無料
・通院1回につき530円
・訪問看護1日につき250円

【その他の支援】
結婚新生活支援事業／妊産婦医療費助
成事業／出産育児助成事業／病後児保
育室の設置

Q.子どもの通学が心配・・・
A.小中学校については遠隔地へ
通学バスを出しています。
高校生も市営バスなどで市
内外の高校に通学可能です！

Q.地価ってどのくらい違うの？
A.新潟市役所周辺92,100円/㎡
阿賀野市役所周辺28,000円/㎡
地価は3分の１以下です！

Q.買い物に不便はない？
A.市内にはホームセンターや
スーパー、ドラッグストア
があるので、車があれば10分
程度で生活用品が揃います！



阿賀町 オンライン
■地域情報
■住まい・空き家
■移住支援策

■就職支援
■起業・創業支援
■農林水産業

■地域おこし協力隊
■交流・体験
■子育て

相談できること

イチオシ移住・定住支援！

阿賀町は新潟県東部に位置する美しい山河の里です。かつては
福島県（会津藩）だったことから、全国的にも珍しい「両属の
地」として越後と会津双方の歴史と文化が垣間見えるまちです。
また、広大な面積を有し、人口密度は新潟県内で最も低くなっ
ています。住宅地の平均地価も県内最安値となっていて、空き
家バンクでも安価な物件が入手しやすくなっています。

タウンインフォメーション
人口10,229人/世帯数4,474世帯
保育園3園/小学校3校/中学校2校
高等学校1校/県立病院1ヵ所/
診療所12ヵ所/公園25ヵ所
日帰り温泉5ヵ所/温泉源泉8ヵ所

お問い合わせ先

阿賀町 まちづくり観光課 定住促進係
Tel       0254-92-4766
Mail    teiju@town.aga.lg.jp
ホームページ
http://www.town.aga.niigata.jp/kurasu/index.
html
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こんな方にオススメ！

阿賀町はこんな“まち”！

新築住宅、中古住宅、賃貸住宅に対応した補助金を用意しています。
新築の場合は最大で250万円支給します！
田舎に住んで都市部で働きたい方には町外通勤助成金も支給します！

住宅に関する支援金は移住者以外に新婚世帯、子育て世帯が対象なので、将来に
わたり住環境が変わるタイミングで受け取ることができます。
お子さんに対する祝金は出産時、小中学校入学時の3回支給しています。
また、医療費は高校卒業まで完全無償化となっています。

移住者交流会、あがまちファンクラブ、婚活等の様々な交流イベントを毎年
20回程度企画し、仲間づくりをサポートしています。

大自然の中でのびのび子育てしたい方

里山で新たなチャレンジをしたい方

新規就農を検討する方



五泉市 オンライン
■地域情報
■住まい・空き家
■移住支援策

■就職支援
■起業・創業支援
■農林水産業

■地域おこし協力隊
■交流・体験
■子育て

相談できること

イチオシ移住・定住支援！

五泉市は新潟市の隣に位置しており、高速道路のICも近く、関
東や東北へのアクセスも便利です。雄大な山々や田園風景、湧
き出る清水は豊かさの象徴。自然や美味しい食に恵まれていま
す。憩いの場である川や公園は人気スポット。四季折々楽しめ、
散歩や遊び場として身近にあり、丁度いい田舎暮らしを実感し
て頂けます。

タウンインフォメーション
人口49,000人/世帯数19,000世帯
保育園10園/認定こども園7園/幼稚
園1園 小学校9校/中学校4校 病
院2カ所/診療所22カ所/歯科診療所
24カ所 大型スーパー・ドラッグ
ストア/多数

お問い合わせ先

五泉市 企画政策課
Tel      0250-43-3911
Mail    kikaku@city.gosen.lg.jp
ホームページ http://www.city.gosen.lg.jp
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こんな方にオススメ！

○移住支援
「ウェルカムファミリー住まいる事業（住宅取得補助金）」
転入した新婚世帯(H27.4.1以降に婚姻)または中学生以下の子どもが同居する子育
て世帯の住宅取得(新築・購入)費用について、最大120万円を補助。

○起業支援
店舗の新築または、住宅を増改築もしくは、空き店舗等の改修または増改築によ
り市内に起業する方に対し、新増改築費、店舗改修費、建物賃借料の一部を補助。

○定住支援
子育て支援が充実！
妊産婦医療費助成、妊産婦の健診通院費助成、産後1か月母子健康診査費助成、高
校3年生までの医療費補助、一時預かりなど。

五泉市はこんな“まち”！

子どもを自然の中でのびのび育てたい、
と思っている方！

子育て世代に選ばれています💛



加茂市 オンライン
■地域情報
■住まい・空き家
■移住支援策

□就職支援
□起業・創業支援
□農林水産業

□地域おこし協力隊
■交流・体験
■子育て

相談できること

イチオシ移住・定住支援！

新潟県のほぼ中央に位置する加茂市は、まちなかに川や山があ
り、生活の中で自然を身近に感じることができるまちです。市
内には高校や大学などの教育機関や、病院や診療所などの医療
機関、食料品が揃うスーパー、生活に必要なものが揃っていま
す。便利に暮らすことができる、ほどよい田舎であることが加
茂市の魅力です。

タウンインフォメーション
人口26,501人/世帯数10,225世帯
保育園9園/認定こども園2園
小学校7校/中学校5校
病院（・診療所）23カ所

お問い合わせ先

加茂市企画財政課
Tel       0256-52-0080（内線313）
Mail    kikaku@city.kamo.niigata.jp
ホームページ
https://www.city.kamo.niigata.jp/
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こんな方にオススメ！

オーダーメイド型移住体験ツアー

参加者の希望に応じて加茂市内の事業所、空き家、学校や保育
園、病院などの各種施設をご案内します。ご案内後は、市内の
宿泊施設でお泊まりいただけます。
移住を検討しているが移住先での暮らしに不安を抱えている方
や、実際に暮らしを体験してみたい方におすすめです！

「ほどほどの田舎」を探している方。
ご相談お待ちしています！

加茂市はこんな“まち”！

宿泊費・交通費を助成します！

県外から参加していただいた方に対して、
宿泊施設を１泊無料で提供・交通費１万円補助
を行っています。



小千谷市 ■地域情報
■住まい・空き家
■移住支援策

□就職支援
□起業・創業支援
□農林水産業

■地域おこし協力隊
■交流・体験
□子育て

相談できること

イチオシ移住・定住支援！

市の中心部を信濃川が貫流する、河岸段丘の美しいまちおぢや。
やさしく忍耐強い気風を持ち、錦鯉、小千谷縮、牛の角突きや
四尺玉花火など独自の伝統文化や産業を発展させてきました。
はっきりとした四季があり、田舎の懐かしさとちょっと都市の
便利さもある、そんな“ほどよい田舎さ”が“おぢやの居心地の
良さ”です。

タウンインフォメーション
人口34,287人/世帯数12,655世帯
保育園9園/認定こども園3園
小学校8校/中学校5校
病院・診療所16カ所

お問い合わせ先

小千谷市観光交流課地域振興係
Tel       0258-83-3512
Mail    chiiki@city.ojiya.niigata.jp
ホームページ
https://www.city.niigata.jp/site/iju/

おぢや暮らしＱ＆Ａ

小千谷市はこんな“まち”！

住宅に関する支援

クラインガルテンふれあいの里 移住サポーター制度

子育て支援

田舎暮らしをしてみたい！でも
いきなり移住するのはちょっと
不安･･･
という方は、二地域居住という
やり方があります。

移住を考えている方や移住後
間もない方の相談に応じます。
仕事、子育て、雪国での生活
などどんなことでも親身に
なって応じます。

 子育て支援センター「わん
パーク」で育児に関する相
談や乳幼児の一時預かりを
行っています。

 高校生以下の医療費を助成
します。

 公共交通を利用する場合な
どの通園費を補助します。

就業・起業支援

 首都圏在住の方向けに企
業説明ガイダンスを開催
します。

 市内で開業・事業拡大す
る方に店舗出店等する際
の費用を補助します。

 市内の空き家情報を
ホームページで提供
しています。

 市内で住宅を新築・
購入する際の費用を
補助します。

生活する上で
車は必要？ 気候は？

首都圏への
アクセスは？

バスや自転車などで
の移動もできますが、
自動車での移動を考
えたほうが現実的で
す。

2019年の最高気温は37℃、
最低気温は-5℃、1年間の
平均気温は13℃です。
冬はたくさん雪が降ります
が、除雪対策は万全です。

車：約2時間30分
電車：約2時間
高速バス：約4時間
意外とアクセス良好
です。

オンライン22



魚沼市 オンライン
■地域情報
■住まい・空き家
■移住支援策

■就職支援
■起業・創業支援
■農林水産業

□地域おこし協力隊
■交流・体験
□子育て

相談できること

イチオシ移住・定住支援！

魚沼市は、新潟県南東部に位置し、首都圏からは、車で約３時
間、新幹線で約1時間30分の距離で、気軽に来られる田舎です。
豊かな自然と深雪がもたらす豊富な水により、魚沼産コシヒカ
リ、地元野菜、季節の山菜やきのこ、鮭・鮎を代表した川魚な
ど、食の恵みにあふれています。魚沼の人と自然に触れること
で、きっと暮らしの価値観が変わることでしょう。

タウンインフォメーション
人口34,794人/世帯数13,239世帯
保育園9園/認定こども園1園
幼稚園1園
小学校9校/中学校5校
病院・診療所18カ所

お問い合わせ先

魚沼市総務政策部地域創生課
Tel      025-792-9752
Mail    chiiki@city.uonuma.lg.jp
ホームページ

https://www.musubi-uonuma.jp
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こんな方にオススメ！

就業・移住支援
起業・創業、UIターン若者就職支援や移住・定住者への住宅取得補助など

魚沼市お試し住宅
移住に興味はあるけど、いきなり住むのは不安がある・・・
そのような悩みをお持ちの方には、一定期間居住できるお試し
住宅をご利用いただけます。家財道具も一式揃っています。

魚沼市伝統技能継承支援
魚沼市の伝統技能（炭焼き、紙すき、木工）を受け継ぎ、技術
者の育成のため、就業に向けた技術支援及び住宅等を含む生活
支援を行っています。

魚沼市コワーキングスペース
魚沼市内でのサテライトオフィス開設を検討いただけるよう、
気軽に利用することができるオフィス環境として誕生しました。

・田舎暮らしてみたいけど、何からはじめていいのかわからない方
・移住を考えるもっと手前、自分にあう移住先が見つからない方

まだ移住は考えられないけど田舎に暮らしてみたいなど、魚沼市では田舎暮らし体験ツアーや

お試し住宅などもあります。気軽にご相談ください。

魚沼市はこんな“まち”！



津南町 オンライン
■地域情報
■住まい・空き家
■移住支援策

■就職支援
■起業・創業支援
■農林水産業

■地域おこし協力隊
■交流・体験
■子育て

相談できること

イチオシ移住・定住支援！

津南町の暮らしで皆様がイメージするのは冬季生活の様子では
ないでしょうか。温かい鍋を食べたりストーブやこたつを使っ
て室内を暖かくするなど、寒いからこそ感じられるぬくもりが
あります。またウインタースポーツや雪遊びなど、楽しみもあ
ります。ぜひ津南町にお越しください！

タウンインフォメーション
人口9,171人/世帯数3,485世帯
保育園：５園/小学校：３校/
中学校：1校/中高一貫校：1校
病院（・診療所）3カ所程

お問い合わせ先

津南町役場 観光地域づくり課
Tel       025-765-5454
Mail    chiiki@town.tsunan.niigata.jp
ホームページ
津南で田舎暮らし（https://iju-tsunan.org）
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こんな方にオススメ！

津南町は３ｍ近い積雪量を誇る豪雪地帯であり、また農業も盛んな地域である
ため、自然が好きな方におすすめです！また田舎ならではの集落行事もあるの
で、人と関わることが好きな方にもおすすめだと思います！

津南町はこんな“まち”！

➀津南町定住促進助成事業補助金

→基本補助、各加算補助（配偶者加算など）、住宅取得補助など

②津南町空き家改修事業補助金

→空き家改修補助、家財道具等処分補助、資材等購入補助

●定住支援について

●移住支援について
➀津南町お試し移住体験住宅

→津南町で２週間から田舎暮らし体験をすることができます！
②空き家バンク

→住まい探しにぜひご活用下さい！（https://iju-tsunan.org）



佐渡市 オンライン
■地域情報
■住まい・空き家
■移住支援策

■就職支援
■起業・創業支援
■農林水産業

■地域おこし協力隊
■交流・体験
■子育て

相談できること

イチオシ移住・定住支援！

佐渡市は東京２３区の約１．４倍もあり、海岸線の長さ
は２８０ｋｍとなる日本海側最大の離島です。意外と大
きな島には海や山の幸に恵まれ、一年を通じて美味しい
食材が楽しめます。自然下では天然記念物のトキも生息
しています。冬は暖かで夏は涼しい佐渡島でのんびり、
ゆったりと島暮らしを体験してみませんか。

タウンインフォメーション
人口52,474人/世帯数23,454世帯
（令和3年4月末現在）
保育園25園/認定こども園1園
小学校22校/中学校13校
病院 6カ所
東京から最短3.5時間！

お問い合わせ先

佐渡市 移住交流推進課
Tel       0259-67-7153
Mail    r-iju@city.sadol.niigata.jp
ホームページ
https://www.city.sado.niigata.jp/site/ijyu/
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こんな方にオススメ！

移住・定住支援 ・引越費用補助 ・家賃補助 ・空き家改修費補助
・定住体験住宅 ・空き家情報システム ・オンライン相談
・佐渡UIターンサポートセンター
・佐渡市UIターン者奨学金返還支援事業

就業・企業支援 ・佐渡市雇用機会拡充事業補助金
（補助率3/4 最大1,200万円 最大5年間）
・佐渡ビジネスコンテストなど

子育て支援 ・待機児童なし
・保育料2人目以降無料 ・副食費無償化事業
・第3子目以降子育て応援（最大200万円給付！）

就農、起業を検討されている方

釣り・登山・キャンプなどアウトドア好きな方
サイクリングが好きな方

佐渡市はこんな“まち”！



にいがた暮らし・しごと支援センター

ｒ

オンラインでも相談できます！！

①迷ったらまずはココ！
あなたにぴったりの市町村ブースをご案内します。

②就職・転職のご相談はお任せください！
新潟で働きたい学生さん、社会人の方はコチラ！
企業情報、就活の進め方、求人開拓など一人一人に合わせ

てサポートいたします。
③移住全般、新潟県の情報はお任せください！
地域の情報や移住支援策など移住全般のご相談はコチラ！

お問い合わせ先

にいがた暮らし・しごと支援センター

Tel       090-1657-7263（有楽町オフィス）
Tel     03-5771-7713（表参道オフィス）
メール niigatakurashigoto@pasona.co.jp
登録URL niigatakurashigoto.com

就職・転職・移住の総合サポート！

迷ったらまずはコチラ！！
■地域情報
■住まい・空き家
■移住支援策

■就職支援
■起業・創業支援
■農林水産業

■地域おこし協力隊
■交流・体験
■子育て

相談できること

◆移住支援策を知りたい
◆就農や起業、住まい探しを相談したい

わたしたちがご相談
におこたえします。
お気軽にお立ち寄り
ください♪

◆新潟で就職・転職したい！
◆就活・仕事探しをサポートしてほしい！

こんな方にオススメ◆新潟県ってどんなところか知りたい
◆まだ漠然と考えている段階。自分にあった地域を探している

登録はコチラ
★最短１分で
登録完了

来場できない方は、オンラインでご相談ください！
★フェア当日のオンライン相談は予約が必要です★
特設サイトからご予約をお願いします。（7/2(金）17:00締切）

★フェア当日は用事があって参加できない！？
⇒そんな方はオンラインで簡単登録！
登録後、ご希望に合わせて情報提供や相談対応をいたします。

Ｕ・Ｉターンに向けて具体的に動き出したい方から、
新潟の情報収集を始めたい方まで、お気軽にご登録ください！

14 会場出展

オンライン
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