


会場出展

①関川村 ③燕市 ⑦南魚沼市
⑧湯沢町
⑭にいがた暮らし・しごと支援センター

にいがた暮らし・しごと支援センターは、
オンラインでも参加！

※会場出展からオンライン出展に
変更した団体があります。



東京に関川の風を
吹かせます！

こってこての関川弁
を話す大島と、関川
暮らし1年生の鈴木が
村の魅力を発信しま
す。当日たくさんの
方とお話できると嬉
しいです。関川村

つばめ暮らしの
楽しさを伝えま
す!!

移住に関するご相
談はお任せくださ
い。地元在住者とI
ターン者が、燕市
のリアルな魅力を
お伝えします。燕市

ワクワクして生き
たい人あつまれ

いまのままの暮らし
でいいのかな？そう
思っているなら、湯
沢でおもしろおかし
く生きましょう！
お話できること楽し
みにしています。湯沢町

にいがた
暮らし・
しごと支援
センター

アフターコロナを
見据えた移住相談

南魚沼市では移住
検討者の生活スタイ
ルを尊重した移住を
推進しています。
南魚沼市での生活

の魅力や各種補助制
度など、丁寧にご説
明します。

南魚沼市

迷ったらまずはこ
ちら！

新潟県全体のことを
知りたい、就職・転
職の相談をしたい、
どのブースに行った
ら良いか迷う･･･そん
な方はまずはこちら
にご相談ください！



関川村 会場出展 ■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！

新潟県の北東部に位置する、人口5,300人弱の小さな村です。
いわゆる「平成の市町村合併」に参加せず、「小さくてもキラ
リと光る村を目指して、村民と行政で力をあわせて村づくりを
進めています。
村は山々に囲まれ、清流「荒川」が流れ、両岸には温泉街や風
情ある街並みがあります。

タウンインフォメーション
人口5,250人/世帯数1,875世帯
保育園2園/小学校1校/中学校1校
診療所5カ所(うち歯科2カ所)
公園14カ所
コンビニ3店、ホームセンター1店

お問い合わせ先

関川村 総務政策課 観光･地域政策室
Tel      0254-64-1478
Mail    kanko-seisaku@vill.sekikawa.lg.jp
ホームページ
http://www.vill.sekikawa.niigata.jp/

１

田舎暮らしって不安･･･という方、お声がけください！

関川村はこんな“まち”！

＜暮らす・育てる＞
出産支援制度
子どもの医療費助成制度
妊産婦医療費助成制度
予防接種費用助成制度
通学用定期券購入補助金

＜住む＞
住宅リフォーム補助金
体験滞在型施設光兎寮の運営
空き家･空き地バンク事業
結婚祝金交付事業
結婚新生活支援補助金

東京に13年住んでいたスタッフが来場しますので、実体験を交えてお話しできます。
ぜひお気軽にご相談、お問い合わせください！

体験滞在型施設光兎寮

大蛇も村民の生活を見守っ
てくれている･･･かも?！

国重要文化財「渡邉邸」



燕市 ■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！

日本有数の金属複合加工技術の集積地である燕市は、金属製の
カトラリーやキッチンツールの国内主要産地のものづくりのま
ちです。やりがいのある仕事や働きたくなるような職場が、燕
にはあります。
また、首都圏からのアクセスが良く、食べ物のおいしさや豊か
な国上山の自然に囲まれた、移住者にも暮らしやすいまちです。

お問い合わせ先

燕市地域振興課
Tel     0256-77-8364
Mail    chiiki@city.tsubame.lg.jp
ホームページ
https://www.city.tsubame.niigata.jp/keikaku/
keikaku/2/index.html

３

こんな方にオススメ！

燕市はこんな“まち”！

タウンインフォメーション
人口78,363人/世帯数30,315
世帯/保育園20園/認定こども
園6園/小学校15校/中学校5校
病院（・診療所）90カ所
公園70カ所

会場出展

■移住体験ツアー、あります。
⇒オーダーメイド型の移住体験ツアー「ツバメビト移住ツアー」
がオススメ!!移住についての悩みなどをお聞きし、ご希望の場所を
ご案内します。交通費の補助（最大1万円）や、ホームステイ感覚
で民家等に宿泊する、燕市での生活体験もできます。

■住まいのサポート、あります。
⇒賃貸住宅に住む人には、家賃補助金（最大36万円）や、新築や
中古住宅を取得するための補助金（最大100万円）、空き家や
空き地をお探しの人に市の登録物件を紹介するなど

■移住後も、サポートします。
⇒雪道の運転が不安な移住者を対象にした講習会や、高校卒業する
までを対象とするこども医療費助成など、充実した環境で子育て
支援を行うことができるなど、移住後も暮らしやすいまちです。

新潟で“ものづくり”に関わる仕事をしたい人にオススメです!!
燕市は、工場でのものづくりだけでなく、梱包資材やパッケージ、デザイン、
国内外への営業、配送など、広くものづくりに関する企業が集積しています。
きっと、あなたのやりたいことが見つかるはず！



南魚沼市 ■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

南魚沼市は新潟県南部に位置し、首都圏と日本海を結ぶ交通
の要所です。上越新幹線で東京駅からわずか80分、関越自動
車道では、練馬ICから180㎞と自動車での往来もとても便利で
す。首都圏と新潟と聞くと離れているイメージがありますが、
南魚沼市は首都圏からのアクセスが抜群に良いため、南魚沼市
の豊かな自然環境を求めた移住はもちろん、リモートワーカー
の移住にも適しています。

タウンインフォメーション
人口54,998人/世帯数20,069世帯
保育園・認定こども園27園/小学校
17校/中学校4校/総合支援学校１校
病院5カ所/診療所27カ所/歯科診療
所19カ所

お問い合わせ先

南魚沼市Ｕ＆Ｉときめき課
Tel 025-773-6659
Mail  tokimeki@city.minamiuonuma.lg.jp
ホームページ
http://www.city.minamiuonuma.niigata.jp/

７

“新しい生活スタイル”に適したまち
ウィズコロナ、アフターコロナを見据え、リモートワーカーの移住支援に力を

入れています。市内にはリモートワークに最適なレンタルオフィスやコワーキング
スペースが新規開業しており、首都圏からの移住者も増えています。
「首都圏での仕事をつづけながら南魚沼市でリモートワーク」といった新しい生
活スタイルを実践してみませんか？

南魚沼市はこんな“まち”

移住支援
①（一社）南魚沼市まちづくり推進機構による相談窓口
→個々の状況に応じオーダーメイド型で移住相談に対応する窓口体
制をご用意しています。
②オンラインセミナー、現地交流会の実施
→南魚沼市の地域資源の紹介や移住後の生活をわかりやすく紹介し
ています。希望する方には実際に南魚沼市に来ていただき、ここで
生活する魅力を体験していただきます。

定住支援
①（一社）南魚沼市まちづくり推進機構によるアフターフォロー
→移住後のコミュニティの紹介や不安、悩みなどの相談を随時受け
つけています。
②各種補助金の支出
→家賃補助や移住支援金に加え、出産お祝い金などを用意していま
す。

会場出展



湯沢町 ■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！

豊かな自然に恵まれた環境にありながら、東京まで新幹線で
７０分！リモートワークでの移住はもちろん、都内に通勤する
ことも湯沢町なら可能です。雪がたくさん降るので、冬は雪か
き必須ですが、リゾートマンションを活用すれば、雪ともうま
く付き合えます。仕事終わりにスキー、温泉なんて暮らしも…。
形にとらわれない、新しい生活を湯沢町で楽しみましょう。

タウンインフォメーション
人口7,974人/世帯数3,900世帯
学校：湯沢学園

（保小中一貫教育）
病院：湯沢町保健医療センター

お問い合わせ先

湯沢町 企画政策課
Tel       025-784-3454
Mail     kikaku@yuzawa.town.lg.jp
ホームページ

https://livelife.town.yuzawa.lg.jp/

８

こんな方にオススメ！

新幹線通勤費補助
町外から転入した方が、新幹線で長岡以北または高崎以南に通勤する際
の、新幹線定期代を月5万円を上限に10年間補助する。

家賃補助金交付事業
県外から転入し、新潟県内に就業した方を対象に賃貸住宅の初期費用と
家賃の一部を補助する。

住宅取得補助
町外から転入した方が住宅を取得した際に、20万円を5年間支給する。
（居住物件の固定資産税額が上限）

子ども医療費助成
18歳を迎えて最初の3月31日までの医療費を全額町が負担する。

・自然の中でリモートワークしたい！
・ウィンタースポーツが大好き！

・四季を感じながらゆったりとした時間の中で子育てがしたい！

湯沢町はこんな“まち”！

会場出展



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

mailto:niigatakurashigoto@pasona.co.jp

