
個別相談ブース設置の 

市町村・団体 

【アウトドアに関わる仕事の相談等】 

 日本ビーチ文化振興協会 遊佐さん、スノーピーク 久保さん 

【仕事に関する相談】 

 県Ｕ・Ｉターンコンシェルジュ、にいがたＵターン情報センター 

【住まいに関する相談】 

 新潟県宅地建物取引業協会、全日本不動産協会新潟県本部 

【就農に関する相談】 

 新潟県新規就農相談センター 

【起業・創業に関する相談】 

 日本政策金融公庫 

【移住全般に関する相談】 

 にいがた移住支援デスクココスムにいがた 
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ゲスト NPO 法人日本ビーチ文化振興協会 遊佐 雅美 さん 

 

1973 年神奈川県川崎市生まれ。中・高校と陸上部に所属し、

1992 年からライフセービングを始める。ライフセービング

の競技の一つ、ビーチフラッグスで全日本選手権大会 22 回

の優勝、世界大会４回の優勝の経験をもつ。現在は、柏崎ラ

イフセービングクラブに所属し、市内の海岸での監視・ライ

フセーバーの育成・指導にあたっている。 

 

 

ゲスト 株式会社スノーピーク 久保 大輔 さん 

 

(株)スノーピーク国内営業本部顧客創造部シニアマネージ

ャー。1984 年沖縄県生まれ。 父親の仕事の関係で、北海

道、山口県、神奈川県に在住経験あり。神奈川県で小学校、

中学校、高校を卒業。 東京の大学を卒業後、輸入車のセー

ルスとして湘南エリアで勤務。2009 年から株式会社スノ

ーピークへ入社。3 店舗での店長を経て、現在は顧客創造

部シニアマネージャーを務める。 趣味は大自然の中でビー

ルを飲むこと。インドアの趣味として熱帯魚の飼育もする。 
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アウトドアに関わる仕事の相談等 



 

 

 

ブース名 U・I ターンコンシェルジュ事業定期相談会 

所 在 地 
＜新潟事務局＞ 新潟市中央区上大川前通七番町 1230－7 

＜東京事務局＞ 東京都千代田区大手町 2-6-4 

連 絡 先 
＜新潟事務局＞  TEL 025－374－7410 

＜東京事務局＞  TEL 03-6734-1358 

（ＰＲ） 

U・I ターン就職を希望する求職者に対し、新潟県内の企業・団体等への就職支援や生活情報の提

供等、総合的な支援を行います。 

新潟県で働きたい・暮らしたいという方々のサポートをいたします！ 

（こんなご相談、お聞きできます！） 

U・I ターン就職を希望する求職者に対し、新潟県内の企業・団体等への就職支援や生活情報の提

供等、総合的な支援を行います。 

お仕事情報を中心に移住希望者の皆さま、お一人お一人に合ったご紹介を致します！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

仕事の相談 
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ブース名 にいがたＵターン情報センター 

所在地 東京都渋谷区神宮前 4-11-7 表参道・新潟館ネスパス 2 階 

連絡先 TEL 03-5771-7713 

メール niigata_u-turn@pref.niigata.lg.jp 

URL http://www.niigata-uturn.jp/ 

（ＰＲ） 

・専門スタッフがあなたの U・I ターン就職をトータルサポート 

県内の就職事情に詳しい専門スタッフが皆さんの U・I ターンをマンツーマンでサポート！ 

県内の求人の中からご希望の条件にマッチした求人を紹介します。 

就職活動の進め方から応募書類の書き方、面接対策など、お気軽に何でもご相談ください。 

 

・新潟での就職に関する情報を提供 

首都圏や県内で開催される U・I ターン関連のイベント情報のほか、県内企業のガイドブックや 

パンフレットなどの資料も数多く取り揃えています。 

また、センター内に県内ハローワークと同様の求人検索端末を設置していますので、ご自身 

で県内の最新の求人情報をチェックする事も可能です。 

（こんなご相談、お聞きできます！） 

・新潟へ帰りたいけど、どんな仕事があるのか不安・・・ 

・U・I ターンの就職活動はどう進めたらいいんだろう・・・ 

・転職は初めてなので、応募書類の作成に自信がない・・・など 

 

新潟への U・I ターン就職に関することなら、どんなことでもお気軽にご相談ください！ 

私たちが皆さまをサポートいたします！ 
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ブース名 胎内市地域おこし協力隊 

所在地 新潟県胎内市新和町２番 10 号 

連絡先 ℡:0254－43-6111 mail:gyoukaku@city.tainai.lg.jp 

（ＰＲ） 生産者兼プロデューサーとなる地域おこし協力隊募集中！ 

農業＋Ｘ（エックス）であなたらしく地域おこし！ 

・お米づくり、おもしろ野菜づくり、直売所の企画・運営 

・集落×ヨソモノとの交流事業の企画・運営 

・観光ワラビ園の企画・運営 

これらに加え、あなたの「やってみたい！」に取り組んでください。 

（こんなご相談、お聞きできます！） 

「スローライフから起業まで」新潟県“胎内”市は、母胎の様にあなたの夢を育みます。 

■新規就農支援 ■起業・創業支援 ■移住体験ツアー 

■地域おこし協力隊   

 

 

ブース名 新潟市相談ブース（新潟暮らし奨励課／新潟市東京事務所） 

所在地 〒951-8550 新潟県新潟市中央区学校町通 1 番町 602 番地 1 

〒102-0093 東京都千代田区平河町 2-4-1 日本都市センター会館 9 階 

連絡先 025-226-2149 Mail:kurashi@city.niigata.lg.jp 

03−5216−5133 Mail:office.tokyo@city.niigata.lg.jp 

（ＰＲ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（こんなご相談、お聞きできます！） 

新潟市での暮らしについて、気になる事や心配な事などお気軽にご相談ください。市内各

地域の特徴や日常生活などについてもお伝えします！ 

■新規就農支援 ■賃貸住宅家賃支援 ■住宅取得支援 

■子育て支援 ■起業・創業支援  

生活の相談 
№   ４   

〇水辺アウトドアラウンジ「やすらぎ堤」 

新潟市は都心部に信濃川と広い芝生空間があります。この

空間で今年は 7 月から 10 月の期間、飲食やアウトドアア

クティビティ等が楽しめるプロジェクトを実施しました。 

〇都市と自然のバランスが絶妙！ 

政令市である新潟市は都市機能が充実。さらに、海も山も

あり、魅力満載の佐渡にも一番近いまちです。 

〇アウトドアショップもたくさん！ 

お気に入りのアウトドアアイテムがすぐに見つかります。 信濃川やすらぎ堤 

海も山も川も都市もある新潟市！ 



 

 

ブース名 燕市移住･定住総合窓口 

所在地 〒959-0295 新潟県燕市吉田西太田 1934 

連絡先 燕市地域振興課交流推進係 TEL：0256-77-8364 FAX：0256-92-2112 

email ：chiiki@city.tsubame.lg.jp 

（ＰＲ） 

【燕市はこんな街】 

燕市は、日本一の洋食器生産、金属研磨をはじめとした加工技術など「ものづくり」の街として

注目されています。離島や高原では味わえない新潟の広大な田園風景、山河があり季節と自然をし

っかりと感じることができる所です。市内各所に存在する工場群はその独特の雰囲気が好きな方に

は大変魅力的に感じていただけるのではないでしょうか。 

 

【地域おこし協力隊員募集！燕市を「よく知らないあなた」に来てほしい】 

ただいま、地域おこし協力隊を募集中です。主に燕市への「移住体験プログラム」のコーディネ

ートを担当していただきます。燕市で実際に暮らしてもらいながら、暮らし・生活のメリット、時

にはデメリットも体感していただきながら「燕市ってこういうところだよ」という情報を他地域の

移住希望者に発信します。燕市を知らない人の目線で燕市をとらえてもらい、燕市民も気付かなか

った真の魅力をプロモーションできる熱意ある方を求めます！ 

 （こんなご相談、お聞きできます！） 
・燕市で暮らすための生活情報 

・移住者向けの支援制度紹介 

・移住者の体験談 

・燕市の産業の紹介 

・燕市の文化、お祭り、名所などの紹介 

■起業・創業支援 ■住宅取得支援 ■子育て支援 

■移住体験ツアー ■地域おこし協力隊 ■空き家情報 

個別相談

に来られ

た方への

名産品等

のプレゼ

ント（※

先着順） 

「学校給食用スプーン」をプレゼント 

市内の企業と共同開発した学校給食用のスプーンです。  

職人さんの高い技術と｢子どもたちのために｣という熱い思いで作り上げられました。 

小学 1 年生から中学３年生まで食べやすいようにサイズと軽さにこだわり、 さら

に、口に触れる部分に面取り加工を施し、強度が確保できる厚みもあり、試行錯誤を

重ね、ようやく製品化されたスプーンです。  
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ブース名 三条市 

所在地 〒９５５－８６８６ 新潟県三条市旭町二丁目３番１号 

連絡先 三条市経済部営業戦略室移住支援係  

TEL0256-34-5606 FAX 0256-36-5111 

MAIL eigyo@city.sanjo.niigata.jp 

（ＰＲ） 

三条市は刃物等金属製品の盛んな、ものづくりのまちとして栄え、工場が所々にあり、

職人もたくさんいます。また、下田地域の東部福島県境までの国有林一帯は越後三山只見

国定公園等に指定され、豊かな自然を誇ります。市内を横断する清流五十嵐川の水面は、

四季折々の美しい風景を映し出します。世界的に有名なアウトドアのトップブランド「ス

ノーピーク」が運営する約 5 万坪の本社併設キャンプフィールドや八木ヶ鼻オートキャン

プ場、吉ヶ平自然体感の郷など様々なアウトドアに応じた施設があります。 

上越新幹線、北陸自動車道などの高速交通体系が整っており、都市圏からのアクセスは

バツグン！キャンプやバーベキュー気軽にアウトドアを楽しんでみたい…そんなあなた！

まずは三条市を訪れてみませんか？ 

Facebook「三条で暮らす。」では、三条市の暮らしをイメージできるような、三条市の

暮らしにまつわる様々な情報をほぼ毎日お知らせしております。ぜひご覧ください！ 

 ぜひ、三条市のブースへお越しください！ 

（こんなご相談、お聞きできます！） 

・三条市の「ひとびと」「地域の特徴」「日常生活」などの紹介 

・移住体験ツアーの紹介 

・移住者向けの支援制度の紹介 

■就職・転職支援 ■新規就農支援 ■子育て支援 

■移住体験ツアー ■田舎暮らし体験 ■起業・創業支援 

■地域おこし協力隊 ■空き家情報  

 

 

ブース名 柏崎市 

所在地 新潟県柏崎市中央町 5-50 

連絡先 0257-21-2311 

（ＰＲ） 
「あなたの幸せ時間は『柏崎』にあります。」 

キラキラ光る海、潮騒、磯の香り 私の好きなもの、そのまちで暮らす幸せ 

海にも、山にも近く それでいて暮らしに便利なまち 

あなたにぴったりな『柏崎』をぜひこの機会に知ってください。 

（こんなご相談、お聞きできます！） 
地方への U・I ターンをお考えの方に、「住宅」、「仕事」、「子育て」など、柏崎での暮らしの情報を

ご提供いたします。 

■就職・転職支援 ■賃貸住宅家賃支援 ■住宅取得支援 

■子育て支援 ■その他（奨学金償還者支援）  

個別相談に来られた方への名産

品等のプレゼント（※先着順） 

ブルボンアルフォート 
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ブース名 スムトコ十日町市 ～選ばれて住み継がれるまち～ 

所在地 新潟県十日町市千歳町 3 丁目 3 番地 

連絡先 十日町市役所 総務部 企画政策課 移住定住推進係 

TEL:025-755-5137 Mail:t-kikaku@city.tokamachi.lg.jp 

（ＰＲ）十日町市は、新潟県の南西、長野県との県境付近に位置し、首都圏から車で３時間、 

上越新幹線でほくほく線を経由しても２時間と好アクセスなまちです。 

 日本の原風景と言われる「棚田」や「ブナ林」といった美しい景

観はもちろんのこと、十日町産魚沼コシヒカリ、きもの産業など、

様々な文化や資源が暮らしに寄り添っている地域です。 

 市の中央には日本一の大河、信濃川が流れラフティングなどを楽

しむことができます。また、市内には７つのキャンプ場があるほか、

コテージなどの施設も充実しており、ご家族連れでお楽しみいただ

けます。冬季は２ｍを超す積雪となる十日町市ですが、雪を生かしたイベントやウィンタースポー

ツなどのレジャーが盛りだくさんです。 

（こんなご相談、お聞きできます！） 

○ 田舎暮らしを楽しみながら、十日町市で働きたい！・起業したい！ 

○ 雪国の暮らしを体験してみたい！（2018 年 3 月 10 日開催 移住ツアー参加者募集中！） 

○ 空き家バンク、シェアハウスなどの住居情報が知りたい！ 

○ 子育て環境や福祉など、暮らしのサービスについて知りたい！ 

■暮らし・生活環境 ■地域おこし協力隊 ■新規就農支援 

■就職・転職支援 ■起業・創業支援 ■田舎暮らし体験・移住体験 

■空き家情報 ■住宅取得支援 ■子育て支援 

個別相談に来られた方への名産

品等のプレゼント（※先着順） 

ご相談いただいた方には、十日町市の名産品をプレゼントし

ます。 

にほんの里 100選「星峠の棚田」 ブナ林「美人林」 国際芸術祭「大地の芸術祭」 信濃川ラフティング 

積雪期の様子 
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ブース名 上越市ふるさと暮らし支援センター（上越市役所） 

所在地 新潟県上越市木田 1 丁目 1 番 3 号 

連絡先 上越市 自治・地域振興課 中山間地域振興係 

（電話：025-526-5111 メール：jichi-chiiki@city.joetsu.lg.jp） 

（ＰＲ） 

 

 

 

 

 

上杉謙信公のふるさと・上越市。平野部を山間部と海岸部が囲み、変化に富んだ地形と四季折々

の美しい自然の中で、20 万人の市民が日々の暮らしを営んでいます。 

夏は仕事帰りに夕日の海沿いをドライブ、冬は山へスキー・スノボ。休日は映画を観たり、温泉

に出かけたりもできます。安全でおいしい海・山の幸に恵まれ、上越市は子育てもしやすいまち。

豊かな自然環境と、少しの都市環境を兼ね備えた「いいあんばい」なところが上越市の特徴です。 

田舎暮らしをご検討中の方はぜひご相談ください。“あなただけの上越暮らし”の実現をオーダー

メイドでサポートします！ 

（こんなご相談、お聞きできます！） 

移住を検討するときに課題となるのが、住まいと就職・転職についてです。 

上越市では「空き家バンク」も立ち上がり、移住にあたって家賃補助や改修費用補助などの支援

策も準備しています。関係機関や住民の皆さんによる移住サポート団体と連携しながら、ご希望に

沿った相談対応が可能です。 

■就職・転職支援 ■新規就農支援 ■賃貸住宅家賃支援 

■子育て支援 ■移住体験ツアー ■起業・創業支援 

■空き家情報   

高田城百万人観桜会 なおえつ海水浴場 牧区大月の棚田 キューピットバレイスキー場 
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ブース名 公益社団法人 新潟県宅地建物取引業協会 

所在地 〒950-0084 新潟県新潟市中央区明石１丁目３番 10 号 

連絡先 電話番号 025-247-1177 ＦＡＸ番号 025-247-0131 

（ＰＲ）公益社団法人 新潟県宅地建物取引業協会は、平成 25 年７月１日に公益社団 

法人に移行した、新潟県内の不動産業界で唯一の新潟県知事認定の団体です。 

現在、1,290 名の会員により構成され、県下に 11 支部を設けております。 

≪消費者の方がご利用いただけること≫ 

・全国で１０万の会員業者が参加する「ハトマークサイト」による物件検索システム 

ＨＰアドレス  http:// www.niigata-takken.or.jp 

・宅建協会会員業者との取引において利用いただける「長期固定の低金利住宅ローン」、 

 手付金保証・保管制度のご利用等 

（こんなご相談、お聞きできます！） 

・独自の物件検索情報システムを使い、ご希望の物件をお探し致します。 

新潟県内に売買物件 3,036 件、賃貸物件 2,117 件の登録があります。 

・不動産取引に関する疑問や困りごと 

・住まい選びの注意点（現地でのチェック項目等） 

・地域情報（地域の賃料、住宅価格の相場等） 

個別相談に来られた方への名産

品等プレゼント（※先着順） 

ご相談内容に応じて「家本（買うとき・売るとき編）」、 

「平成 29 年版税金の本」等の冊子 

 

 

ブース名 公益社団法人 全日本不動産協会新潟県本部 

所在地 〒950-0961 新潟県新潟市中央区東出来島７番１５号 全日新潟会館 

連絡先 ＴＥＬ 025-385-7719 FAX 025-385-7785 

メール support@niigata.zennichi.or.jp  

（ＰＲ）（公社）全日本不動産協会新潟県本部では、新潟県と協力体制を組み、新潟県への

転居や移住促進のため、住まいや暮らしのお手伝いをさせていただきます。 

居住地探しや地域の特性などを十分に把握していただき、より良い住環境を手にしていた

だこうと、各地域に特化した不動産会社をご紹介しております。 

 

本当の理想の生活が実現できる暮らし、人と人との心が通じ合った暮らしのお手伝いをさ

せていただくために、全力で応援していきます。 

 

業務時間：午前９：００～午後５：００ 月～金曜日（土曜・日曜・祝日はお休みです） 

ホームページ：http://www.niigata.zennichi.or.jp/ または http://全日新潟.jp 

（こんなご相談、お聞きできます！） 

新潟県への転居や住まい・暮らしのご相談に応じます。 

（公社）全日本不動産協会は４７都道府県に本部を置く全国組織ですので、現在のお住ま

いの売却等のご相談にも対応できます。お気軽にご相談ください。 

住まいの相談 
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ブース名 新潟県新規就農相談センター（にいがたグリーンワークセンター） 

所在地 〒950-0965 新潟市中央区新光町 15 番地 2 

連絡先 （公社）新潟県農林公社 青年農業者等育成センター 

℡: 025-281-3480  E-mail:ikusei@niigata-nourin.jp 

（ＰＲ） 

■新潟県での就農に関する情報を提供 

１ 本格的な就農をめざす意欲ある方を支援するために田舎暮らしや農業体験・農業研修先を 

本人の希望に沿って紹介します。 

 ２ 農業の職場で働きたい方に、無料で職業紹介・斡旋を行っています。 

 ３ 就農に必要な知識・技術を学ぶ新潟県農業大学校の研修受入について紹介します。 

 ４ 就農に関する各種支援策など総合的な相談にも専任の相談員が対応します。 

（こんなご相談、お聞きできます！） 

■どんなことでもお気軽にご相談ください。お待ちしております。  

 平成 28 年度に新潟県で農業を始めた人で、15 歳から 42 歳の若者は 276 人です。 

 そのうち、農業法人等への就業者は約 6 割の 153 人、そのうち 113 人(75%)は非農家です。 

”新潟県では、農家以外の非農家からのＵ・Ｉターンによる新規就農者を急募しています” 

 ・農業を始めるにあたっての心構え（どんな困難があっても農業をやりたいという信念）  

 ・新規就農へのみちすじ（情報収集、体験研修、技術習得研修、就農研修など） 

 ・農業法人への就業（求人情報と農業法人での将来の目的、作目･地域･労働条件の希望など） 

 ・就農までのハードル（農地の確保、資金の確保、技術やノウハウ、機械･施設･住宅の確保など） 

 

育成センター紹介 

就農ガイダンス 

就農相談会・イベント情報  

農業体験・研修受入情報 

農業に関する職業紹介 

リンク 
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ブース名 日本政策金融公庫 国民生活事業 北関東信越創業支援センター 

所在地 埼玉県さいたま市大宮区宮町１－１０９－１大宮宮町ビル６階 

連絡先 ０４８－６４３－３７３９ 

（ＰＲ） 

日本政策金融公庫は、１００％政府出資の政策金融機関です。国民生活事業、農林水産事業、中

小企業事業がそれぞれ連携し、幅広いサービスを提供しています。国民生活事業では、小規模事業

者・創業企業のみなさまへの事業資金融資や、教育資金融資など取扱っています。中でも、創業前

～創業後間もない方に対して、積極的に融資を行っています（※27 年度の創業前及び創業後 1 年

以内の方々への融資実績は全国で 26,465 企業。うち、新潟県は 248 企業）。また、弊社の新宿

支店内にあります「東京ビジネスサポートプラザ」では全国 152 支店（都内 14 支店、新潟県内

4 支店（新潟、長岡、高田、三条））のネットワークを活かし、起業の夢をかなえたい！、地方で

起業したい！、という皆さまのご相談をお受けしております。平日・休日相談（予約制）もありま

すので、お気軽にお問い合わせください。 

（こんなご相談、お聞きできます！） 

・日本政策金融公庫の創業支援に関する取組や融資制度はどういったものがあるか？ 

・創業するための事業計画書の作成ポイントは？ 

・日本公庫に融資を受けたいと思うが、どのように進めていけばよいか？ 

・利用するにあたり、担保や保証人は必要か？ 

・東京や新潟でじっくり相談するにはどこにいけばよいか？ 

・セミナー、創業塾などのメニューにはどんなものがあるか？ 

など、創業に関するご質問にお応えします。 
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