
【市町村】
U・Iターン促進等に係る主な取組 一覧

※詳細は担当窓口へご確認ください。



１ Ｕ・Ｉターン者向けのワンストップ相談窓口

相談窓口名 H30相談実績（主な相談内容、相談件数） 担当

胎内市
総合政策課企画政策係

移住のメリット、支援制度
30件

0254-43-6111

新発田市 みらい創造課 定住促進・
婚活応援室

住宅支援制度、空き家バンクほか
279件

0254-28-9531

新潟市 雇用政策課新潟暮らし推
進室

仕事、住まい、移住支援策、地域情報
26件

025-226-2149

燕市
地域振興課交流推進係

県内への転職、ものづくりの仕事、子育て環境、自然環境（積雪等）
76件

0256-77-8364

三条市 地域経営課コミュニティ
推進係

移住時に活用できる補助金、移住後の仕事、地域とのつなぎ、地域お
こし協力隊、空き家バンク 16件

0256-34-5646

見附市
企画調整課

ウエルネスタウンみつけ、空き家バンクへの問い合わせ、病院情報
18件

0258-62-1700
(内線315・316）

長岡市 U・Iターン相談窓口（長
岡市役所１階総合窓口）

就職相談がメイン、その他住居や子育て
26件

産業支援課
0258-39-2228

小千谷市
観光交流課

空き家バンクや仕事・移住全般
38件

0258-83-3512

湯沢町
移住定住相談窓口

住まいと補助金などの支援
27件

企画政策課企画係
025-784-3454

十日町市
企画政策課移定住推進係

住居、仕事、地域おこし協力隊への応募検討
38件

025-755-5137

上越市
上越市ふるさと暮らし支
援センター

不動産（空き家含む）の物件照会、就職相談、現地案内、Ｕ・Ｉター
ン者向けの支援制度や移住体験施設等の情報など
107件

自治・地域振興課
025-526-5111
（内線1488）

妙高市 建設課まちづくり係（移
住定住総合窓口）

空き家物件、定住に向けた全般的な相談 など
1,661件

0255-74-0025

糸魚川市
企画定住課

各種支援制度、住まい探し、移住体験ツアーやインターンシップなど
15件

025-552-1511

佐渡市
佐渡UIターンサポートセ
ンター

住まい、仕事、移住支援策等
580件

地域振興課移定住交
流推進係
0259-63-4152
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２ 首都圏における常設の相談窓口

相談窓口名 H30相談実績（主な相談内容、相談件数） 担当

新潟市 新潟市HAPPYターン相談
窓口（新潟市東京事務所）

仕事、住まい、移住支援策、地域情報
7件

新潟市東京事務所
03-5216-5133

３ 首都圏でのＵ･Ｉターンセミナー

事業名 事業内容 H31計画 担当

新発田市
人口減少対策事業

ふるさと回帰支援センター等を会場に、新発田の魅力や移住
支援制度などを紹介するほか、先輩移住者のトークセッショ
ン

3回
直営

みらい創造課定住促
進・婚活応援室
0254-28-9531

新潟市
移住セミナー 市主催の移住セミナーを年3回実施

3回
委託

雇用政策課新潟暮ら
し推進室
025-226-2149

小千谷市
クラインガルテン利用
説明会

移住検討者に対し、小千谷市での生活や気候を紹介する。ま
た、クラインガルテンのPRとツアーの紹介を行い、小千谷
市での田舎暮らしを検討していただく機会とする。

1回
直営

観光交流課
0258-83-3512

魚沼市
４市合同首都圏U・Iﾀｰ
ﾝﾌｪｱ（仮称）

首都圏からのＵ・Ｉターン者の促進を図るため、糸魚川市、
五泉市、佐渡市、魚沼市の４市合同でＵ・Ｉターンフェアを
開催。具体的な実施内容は、今後詳細を詰めていく。

1回
委託

商工観光課
025-792-9753

南魚沼市 首都圏移住定住促進イ
ベント（ウインタース
ポーツ、雪ふるまち）
南魚沼市田舎ライフ塾

南魚沼市の地域資源やそれらを活用したビジネスについての
関心を喚起し、移住・定住の促進を目的とする

4回
委託

U＆Iときめき課
025-773-6659

上越市
上越市ふるさと暮らし
セミナー

移住に関心を持っている方に対し、当市への移住体験談、生
活情報等を紹介するとともに、個別相談に応じる。

2回
直営

自治・地域振興課
025-526-5111
（内線1488）

糸魚川市
糸魚川市移住相談会

当市が必要とする人材にﾀｰｹﾞｯﾄを絞り、その分野で当市との
つながり（関係人口）を生かした移住相談会（セミナー）を
検討中

1回
直営

企画定住課
025-552-1511

佐渡市
佐渡暮らしセミナー

先輩移住者や地域おこし協力隊による体験談、個別相談、交
流

1回
直営

地域振興課移住交流
推進係
0259-63-4152
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４ 移住体験ツアー

事業名 事業内容 H31計画 担当

関川村 一ヶ月インターン事
業

村外に在住する若者を対象にした移住体験。
1回（8～9月）
委託

総務政策課
0254-64-1478

新発田市
移住体験交流会 １泊２日の移住体験交流会を実施

3回（7月,11月
2月）
委託

みらい創造課定住促
進・婚活応援室
0254-28-9531

新潟市

秋 葉 区 移 住 体 験 ツ
アー

秋葉区の魅力・暮らし方を体験していただくことを目的に、
移住希望者向け体験ツアーを実施する。主に首都圏在住者
を対象に秋葉区内の移住モデル地区（小須戸・朝日・金
津）を巡り、秋葉区へ移住された方や，地域の方々などと
の交流会等を行う。

5回
委託

秋葉区地域総務課
0250-25-5672

燕市

ツバメビト移住
ツアー

市内企業、空き家及び教育機関等の見学を市の職員と共に
行う。また参加者の日程や要望に合わせて、オーダーメイ
ド型のツアーを開催する。（県外在住の18歳以上の方は交
通費の補助が最大1万円あり）

回数未定（4月
～2月末まで）
直営

地域振興課交流推進
係
0256-77-8364

三条市
移住体験ツアー

三条市での「働く・暮らす」を体験できるようなツアーの
実施

2回
直営

建設課まちづくり係
0255-74-0025

見附市
見附市の日常を知る
住 環 境 体 験 ツ ア ー
（検討中）

市内公共施設（みつけイングリッシュガーデン、コミュニ
ティ銭湯ほっとぴあ等）、学校、医療機関、商業施設、ウ
エルネスタウンみつけ、市内空き家及び賃貸物件等を回り、
観光よりも日常生活という観点で見附の住環境を実感して
もらう。

回数未定
直営

企画調整課都市政策
室
0258-62-1700

小千谷市
小千谷市体感ツアー

小千谷市と防災協定を締結している東京都杉並区民を主な
対象として、小千谷に来訪し田舎暮らしを体験してもらう
ことで、交流人口の増加や移住者獲得を図るもの。

2回
直営

観光交流課
0258-83-3512

南魚沼市
現地交流会・視察ツ
アー

ウインターシーズンを中心に現地交流ツアーを実施
4回（5月,7月,9
月,11月）
委託

U＆Iときめき課
025-773-6659

十日町市
里山就農促進事業

夏と秋に農業に興味のある地方移住検討者を対象としたツ
アーを実施。農業ＵＩターンをした先輩との交流等を予定

2回
委託

農林課農業企画係
025-757-3120

柏崎市 地域おこし協力隊現
地体験会

地域おこし協力隊を検討している方向けに、現地体験会を
実施し、応募者と受入れ地域のマッチングを図る。

4回
委託

市民活動支援課
0257-21-2272
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事業名 事業内容 H31計画 担当

上越市
移住体験ツアー
（ オ ー ダ ー メ イ ド
型）

移住体験メニューを複数用意した上で、参加者が希望する
体験内容と受入側の都合等を聴き取ってマッチングを行い、
行程調整する。また、集落や移住体験施設などを案内し、
町内会長や先輩移住者から雪や交通など現地の生活等につ
いての情報を聞けるようにする。

随時
直営

自治・地域振興課
025-526-5111
（内線1488）

妙高市
空き家見学ツアー

市内の空き家等を見学する世帯に対し、宿泊費の助成を行
う。（通常の空き家見学ツアーとは違い、通年募集で行う
もの。）

10回
直営

建設課まちづくり係
0255-74-0025

糸魚川市
移住促進事業

・クリエイター移住体験イベント
・糸魚川移住体験の旅

2回（6月他）
直営

企画定住課
025-552-1511

５ 田舎暮らし体験施設

事業名 事業内容 担当

村上市
百姓やってみ隊

施設概要：実習畑2,400㎡、活動拠点施設（木造２階建て）１棟
利用料等：無料（ただし農業体験、生業体験料別途）
５～12月までの間 10回開催

山北支所地域振興課
0254-77-3111

関川村 田舎暮らし体験施設
「光兎寮（こうさぎりょ
う）」

（施設概要・利用料等）移住に向けた生活体験等のための体験施設。
１日3,500円～
（体験期間）1日から最長6ヶ月

総務政策課
0254-64-1478

胎内市

お試し移住体験制度

（施設概要・利用料等）T-Base1号 平屋の一軒家（2ＤＫ）１日
2,000円（光熱水費込）
（体験期間）１回の利用は4日～30日以内、同一の方の利用は4回以内、
かつ、60日以内

総合政策課企画政策
係
0254-43-6111

小千谷市

おぢやクラインガルテン
ふれあいの里

（施設概要・利用料等）
市外在住者を対象とした二地域居住施設。簡易宿泊施設付きの農園を
年度契約で賃貸借し、小千谷市での田舎暮らしを体験する中で移住者
の獲得や交流人口の増加を図る。
【１区画あたりの利用料等】
・簡易宿泊施設（ラウベ）40㎡、農園（畑）200㎡
・年間利用料396,000円（光熱水費別途）
（体験期間）
4月～翌年3月までの一年間（最長5年）

観光交流課
0258-83-3512
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事業名 事業内容 担当

魚沼市
福山新田体験ツアー

（施設概要・利用料等）福山森林体験の家/参加費5,000円
（体験期間）年4回それぞれ2日間、春（田植え）・夏（種まきと夏野
菜収穫）秋（稲刈り）・冬（雪下ろし体験）

北部事務所
025-797-2360

南魚沼市
お試し居住

（施設概要・利用料等）JR浦佐駅近くの古民家を利用。１泊2,000円
（体験期間）1～30日間で任意の日数

U&Iときめき課
025-773-6659

十日町市

空き家再生事業

（施設概要・利用料等）
地域の空き家を市が購入及び改修し、「シェアハウス」として貸し出
し、一定期間田舎暮らしを体験しながら自分の希望にあった生業を見
出し移住定住へとつなげる。
月額家賃：23,000円～
（体験期間）１ヶ月～３年

農林課農業企画係
025-757-3120

津南町

お試し移住体験住宅

（施設概要・利用料等）
津南町での暮らしを体験できるお試し体験住宅。
使用期間2週間以内：夏季1週間21,000円、冬季1週間24,500円
使用期間2週間超：夏季1週間14,000円、冬季1週間17,500円
（体験期間）
2週間の滞在から利用可能で、1週間単位で最長3か月まで

地域振興課商工観光
班
025-765-3115

糸魚川市
短 期 滞 在 者 宿 泊 支 援
「ちょこっと糸魚川暮ら
し」

市外からの移住を希望する方が、移住体験や空き家物件の下見や手続
きのために、市内の登録宿泊施設を利用する場合、年度内１人2泊まで
手軽な値段で利用可能
○個人負担：素泊まり1,000円＋消費税（入湯税・食事代は、別途負
担）

企画定住課
025-552-1511

佐渡市

定住体験住宅

（施設概要・利用料等）
はたの住宅AB 3ＤＫ 月額20,000円
かわも住宅AB 1ＤＫ 月額10,000円
とよおか住宅 4ＤＫ 月額20,000円
（体験期間）
1ヶ月以上6ヶ月以内

地域振興課移住交流
推進係
0259-63-4152
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６ 就業体験

事業名 事業内容 担当

胎内市
学生インターンシップ

大学生等のワカモノ・ヨソモノを１か月間程度胎内市にお試し移住さ
せた上で、集落等にインターンし、課題解決のプログラムに取り組ん
でもらう。

総合政策課行革協働
係
0254-43-6111

燕市
つばめ産学協創スクエア
事業

インターンシッププログラムを県内外の大学生等に提供し、若者のＵ
Ｉターンを促進する。

商工振興課新産業推
進係
0256-77-8232

三条市
お試し居住

三条市に最大１か月滞在し、企業へのインターンシップを通じて「暮
らす・働く」を体験してもらう。

地域経営課
0256-34-5646

小千谷市 小千谷市インターンシッ
プ

大学院生・大学生・専門学校生を対象に、市内企業へのインターン
シップ（就業体験）を通年で、随時受付しています。

商工振興課
0258-83-3556

魚沼市 魚沼で暮らす・働く滞在
型インターシップ

職業体験を中心とした1か月程度のお試し居住
北部事務所
025-797-2360

湯沢町
湯沢町合同インターン
シップ

大学生、専門学校生、高校生を対象に、9月と3月にインターンシップ
を実施

観光商工課観光商工
係
025-784-4850

柏崎市 大学生等インターンシッ
プ

夏季1か月間（8～9月）、大学生等がお試し移住し、地域が求める活動
テーマに沿ったミッションを達成していくプログラムを実施する。

市民活動支援課
0257-21-2272

糸魚川市 糸魚川で暮らす働く応援
プロジェクト事業

県外在住の若者等を対象に、糸魚川市内に1週間～1か月程度滞在し、
地域での仕事や人々との交流を通じて就業体験と糸魚川暮らしを体験

企画定住課
025-552-1511

７ 就職支援

事業名 事業内容 担当

関川村 Uターン者向けの奨学金
返済支援

村の奨学金を受けた者のうち、Uターン就職した者の返済の一部を免除
するもの。

教育課
0254-64-1491

胎内市
企業見学ツアー

県外内の求職者を対象に、市内企業見学ツアーを行い、人材の確保及
び求職者と求人側とのミスマッチを低減し、雇用の確保に繋げるため
の取組を実施。

商工観光課商工振興
係
0254-43-6111

阿賀野市
移住・定住情報発信事業

HP専用サイトにより、情報発信を行う。
・UIJターンによる起業・就業者に対する補助金交付。（新規）
・移住交流イベントへの出展。

市長政策・市民協働
課
0250-61-2502

６



事業名 事業内容 担当

阿賀野市

UIJターン起業者支援事業

・地域の課題解決に資する社会的事業を新たに起業する方に対して事
業費の一部を補助。
・各支援機関と連携し、起業者等の事業立ち上げを支援する。対象と
なり得る起業者等を掘り起こすための事業のプロモーション活動。

企画財政課
0250-61-2502

加茂市
ふるさと就職支援資金融
資

新卒就職者及びＵターン就職者で自宅から通勤可能な事業所に就職し
た者に対して就職支度金の貸付を行う。
貸付額：新卒50万円、Ｕターン100万円
貸付期間・利率：5年（据置6か月）・1.30％

商工観光課
0256-52-0080
（内132）

長岡市
ながおか就職・Uターン
サポートデスク

学生や社会人のＵＩターン就職を促進するため、就職相談支援・就職
ガイダンスの実施・県外大学と市内企業の情報交換会・首都圏での個
別就職相談会の実施。

産業支援課
0258-39-2228

長岡市
U・Iターン就職相談会

U・Iターン就職希望者を対象に、長岡地域の企業訪問を専門に行うス
タッフによる個別相談会を毎月東京で開催。託児にも対応。

産業支援課
0258-39-2228

小千谷市 Ｕ・Ｉターン就職推進事
業

就職支援情報の発信、就職支援セミナー、保護者向けセミナー、進路
調査アンケートの実施

商工振興課
0258-83-3556

出雲崎町
ふるさと就職支援事業

新規学卒者が町内に在住し、町内または通勤可能な事業所に就職した
場合（家業を継いだ者を含む）、１か月につき１万円の商品券（町内
店舗限定）を最長５年間交付。（※Ｕ・Ⅰターン者限定ではない）

町民課町民係
0258-78-2294

魚沼市
若者定住就職奨励金

魚沼市に転入し、市内事業所に正規雇用された方に対し、10万円の奨
励金を交付
※Ｕ・Ｉターン促進住宅支援事業との併用は不可。

商工観光課
025-792-9753

魚沼市 就職活動等応援事業補助
金

市内事業所等へ就職活動等を行う者に対し、会社説明会、採用試験等
に参加するために公共交通機関を利用した場合の交通費の一部を補助

商工観光課
025-792-9753

湯沢町
湯沢Ｕ・Ｉターン就職相
談会

偶数月（2月、8月を除く）に商工会、ハローワーク、湯沢町が参加し
て、就職やＵ・Ｉターンに関しての相談を受ける。

観光商工課観光商工
係
025-784-4850

湯沢町
合同企業説明会

2月、8月に商工会、ハローワーク、湯沢町の他に、町内企業が参加し
て、直接面談を行ったり、相談を受ける。

観光商工課観光商工
係
025-784-4850

十日町市

人材確保支援事業補助金

十日町市内の中小企業等が実施する就職試験、インターンシップ等へ
の参加者が負担する経費（旅費：1回あたり1万円・宿泊費：1泊あたり
5千円）を助成
※一人あたりの年間の補助上限額は2万円

産業政策課商工振興
係
025-757-3139 ７



８ 住まいの支援（賃貸住宅の家賃・初期費用支援）

事業名 事業内容 担当

新発田市
UIターン促進住宅支援事
業補助金

月額家賃1/3、上限20,000円/月、2年間
みらい創造課定住促
進・婚活応援室
0254-28-9531

阿賀町 阿賀町定住促進奨励金交
付事業

月額家賃1/2、上限15,000円/月、2年間
契約時初期費用2/3 上限120,000円

まちづくり観光課
0254-92-4766

五泉市 ウェルカムファミリー住
まいる事業

月額家賃10/10 上限15,000円/月、3年間
企画政策課
0250-43-3911

新潟市
移住モデル地区定住促進
住宅支援

住宅取得費用 一律300,000円
引っ越し費用 上限100,000円 ※子育て世帯は上限150,000円
月額家賃1/2、上限12,000円/月、2年間
※移住モデル地区（西蒲区越前浜、秋葉区小須戸）が対象

西蒲区産業観光課
0256-72-8454
秋葉区地域総務課
0250-25-5672

燕市 燕市新婚世帯移住者及び
U･Iターン者住宅支援事業
補助金

月額家賃1/2、上限15,000円/月、2年間
地域振興課交流推進
係
0256-77-8364

弥彦村 U・Iターン促進住宅支援
事業

月額家賃1/2、上限15,000円/月、2年間
企画財政係
0256-94-3131

出雲崎町
新生活引越し支援金 契約時初期費用2/3、上限70,000円

建設課管理係
0258-78-2296

出雲崎町
空家店舗利用支援事業

月額上限50,000円、2年間
契約時初期費用1/2

総務課地域政策室企
画係
0258-78-2290

魚沼市 Ｕ・Ｉターン促進住宅支
援事業補助金

月額家賃1/2、上限30,000円/月、2年間
契約時初期費用2/3、上限120,000円

商工観光課商工係
025-792-9753 ８

事業名 事業内容 担当

糸魚川市
ふるさと就職活動支援補
助金

市外在住の若者が就職活動等を行う際に要する交通費や宿泊費を助成。
補助対象経費の1/2の額（上限1万円）

商工観光課企業支援
室
025-552-1511

佐渡市
佐渡島インターンシップ
事業

佐渡市役所が窓口となり、インターンシップを試みる学生と市内企業
とのマッチング

地域振興課雇用促進
係
0259-63-4152



事業名 事業内容 担当

南魚沼市 Ｕ・Ｉターン促進住宅支
援事業補助金

月額家賃1/2、上限30,000円/月、2年間
契約時初期費用2/3、上限120,000円

U＆Iときめき課
025-773-6659

湯沢町 湯沢町Ｕ・Ｉターンのた
めの賃貸住宅家賃等補助
金

月額家賃1/2、上限30,000円/月、2年間
契約時初期費用2/3、上限120,000円

企画政策課企画係
025-784-3454

柏崎市 U・Iターン促進住宅支援
事業補助金

月額家賃1/3、上限15,000円/月、2年間
契約時初期費用2/3、上限120,000円

元気発信課
0257-21-2311

上越市
上越市就労促進家賃補助
金

医療、福祉、建設業の分野の企業等に就職した人
月額家賃1/2、上限20,000円／月、1年間

その他の企業等に就職した人
月額家賃1/2、上限10,000円／月、1年間

産業政策課
025-526-5111
（内1266）

上越市
新規就農者住居費補助金 月額家賃1/2、上限20,000円／月、1年間

農政課
025-526-5111
（内1286）

妙高市 U・Iターン促進住宅支援
事業

月額家賃1/3、上限15,000円/月、2年間
契約時初期費用2/3、上限120,000円

建設課まちづくり係
0255-74-0025

糸魚川市 UIターン促進賃貸住宅家
賃補助事業

月額家賃1/2、上限30,000円/月又は2/3上限、40,000円/月、2年間
企画定住課
025-552-1511

佐渡市
若者定住家賃補助事業 月額家賃1/2、上限20,000円/月、1年間

地域振興課移住交流
推進係
0259-63-4152

８ 住まいの支援（住宅取得支援）

事業名 事業内容 担当

新発田市
住宅取得補助金

市外からの転入者のうち、一定の地域内で住宅の取得等を行ったもの
に対して、補助金を交付（最大180万円）

みらい創造課定住促
進・婚活応援室
0254-28-9531

聖籠町
聖籠町住宅建設資金貸付

町内に住宅を新築、増築、改築する方に500万円を限度として住宅資金
を貸し付けし、借入利子を助成する。

産業観光課
0254-27-2111
（内線122）

９



事業名 事業内容 担当

阿賀野市
虹の架け橋住宅取得支援
事業

満45歳未満、当該住宅に2名以上で居住、市町村税について滞納がない
等を条件とし、上限額は100万円。U・Iターン者に限らず市内在住者も
対象。

建設課
0250-61-2480

五泉市 ウェルカムファミリー住
まいる事業

転入した新婚世帯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150万円を補助

企画政策課
0250-43-3911

新潟市

ＵＩＪ支援にいがたすま
いリフォーム助成事業

【対象】平成29年4月1日以降に県外から市内へ移住し、住宅のリ
フォームを行う世帯（世帯員2人以上）
※移住モデル地区（西蒲区越前浜、秋葉区小須戸）の場合単身でも可
【対象経費】住宅リフォーム費用、引っ越し費用（それぞれ一部補助
対象外項目あり）
【補助率・上限】対象経費の1/2以内（上限 50万円 ※空き家購入の
場合 上限100万円）
※移住モデル地区（西蒲区越前浜、秋葉区小須戸）加算10万円

住環境政策課
025-226-2815

燕市

移住家族支援事業

上限100万円
・2人以上で暮らす住宅の取得
・銀行からの借入れがあること
・50歳未満 その他面積要件等あり

都市計画課都市計画
係
0256-77-8263

弥彦村

弥彦村移住促進事業

転入してから２年以内に住宅を新築または中古住宅を購入し、今後５
年間弥彦村に定住する意思のある方に対し、購入費の一部を補助しま
す。村内工務店を利用した場合40万円、村外ハウスメーカーを利用し
た場合20万円の補助

企画財政係
0256-94-3131

見附市 【新築住宅・建売住宅】
定住促進・健幸住宅取得
補助金

補助上限額：上限額50万円
主な条件：延べ床面積75㎡以上の一定の住宅性能を満たす住宅を取得
する人が対象

建設課
0258-62-1700

見附市 【中古住宅】住み替え促
進中古住宅取得補助金

補助上限額：30万円
主な条件：延べ床面積75㎡以上の住宅を取得する人が対象

建設課
0258-62-1700

小千谷市

小千谷市住宅取得補助金

○補助上限額
・市内事業所を利用し取得：30万円
・転入者の場合：50万円
・どちらにも該当する場合は80万円
※市内において転入者が中古住宅を取得する場合は最大30万円
○条件
・自ら居住することを目的とした住宅の取得（建替えも含む）
・市税を滞納していないこと

建設課
0258-83-3514

10



事業名 事業内容 担当

小千谷市

小千谷市若者マイホーム
取得補助金

○補助上限額
・最大20万円
○条件
・自ら居住することを目的とした住宅を取得すること（建替えも含
む）
・申請日現在40歳未満、または18歳未満の子どもがいること
・市税を滞納していないこと

建設課
0258-83-3514

出雲崎町 新生活スーパー住まい取
得・リフォーム支援事業

Ｕ・Ⅰターン者が住宅を取得する場合に購入費の1/2を補助（上限額：
120万円）

建設課管理係
0258-78-2296

出雲崎町 新生活支援金・新定住支
援金

Ｕ・Ⅰターン者（若者世帯に限る）が町が販売する住宅用地を取得し、
住宅を新築した場合に100万円を支給する。

建設課管理係
0258-78-2296

魚沼市

魚沼市定住促進事業

・空き家バンク登録住宅の取得、またはU・J・Iターン者で、市内施工
業者を利用し新規住宅を取得した方に対して、100万円を上限に取得費
の1／2を補助
・空き家バンク登録家屋の借上げ費用に対して、2万円/月を上限に36
月補助

地域創生課
025-792-9752

南魚沼市 南魚沼の木で家づくり事
業

1/3（補助額10万以上が対象で、上限50万円）
市内事業者、市内産杉、市内で新築または増築

農林課農地林務係
025-773-6663

湯沢町 湯沢町への移住促進のた
めの住宅取得補助金

若い世代の夫婦が湯沢町に住宅を取得し居住する場合、家屋分の固定
資産税相当額を５年間補助（上限15万円／年）

企画政策課企画係
025-784-3454

十日町市

定住促進助成事業

U・Iターンした夫婦又はひとり親を単位とする世帯に対して引越費用
への支援となる「定住支援」として最大40万円、住宅の取得経費の一
部助成として最大60万円、市の販売する土地の取得経費の一部助成と
して最大100万円を支援。

企画政策課移住定住
推進係
025-755-5137

津南町
津南町定住促進助成事業
補助金

取得価格の3分の1を補助（上限50万円）。ただし、新築住宅について
は、津南町内施工業者による施工、取得に限る。

地域振興課商工観光
班
025-765-3115

柏崎市 U・Iターン住宅取得助成
金

上限なし。基本額10万円、市内建築業者利用加算10万円、申請時点に
おける、世帯員数3人以上10万円及び子の数×5万円

元気発信課
0257-21-2311

妙高市

住宅取得等支援事業

新築住宅、建売住宅、中古住宅の取得に係る補助。
＜新築・建売＞最大150万円
＜中古＞最大80万円
＜増・改築＞最大80万円

建設課まちづくり係
0255-74-0025
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事業名 事業内容 担当

糸魚川市
ＵＩターン促進空き家取
得支援事業

基本…取得額の10％（上限50万円）
加算…①子育て世帯 20万円 ②子育て世帯が親世帯と同居・近居
10万円 ③大火被災地 20万円
※基本+加算①～③は、補助対象経費の1/2を上限

企画定住課
025-552-1511

佐渡市
空き家取得仲介手数料補
助事業

空き家バンク登録物件を購入した若者移住者に仲介手数料を補助、最
大10万円。

地域振興課移住交流
推進係
0259-63-4152
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空き家バンクの利用促進等に向けた支援制度等

市町村名 購入補助 改修補助 家賃補助 引越補助
家財道具処分
等補助

契約成立祝金
等

お試し物件提
供

空き家見学ツ
アー

空き家の相談
員配置

村上市 100万円

関川村 100万円 20万円

胎内市 15万円

新発田市 100万円 10万円 10万円

阿賀野市 100万円 50万円

阿賀町 1.5万円/月

五泉市 130万円 1.5万円/月

燕市 100万円 30万円 1.5万円/月 10万円 配置

弥彦村 40万円 10万円 1.5万円/月 10万円

三条市 50万円 10万円 改修補助に含む

見附市 30万円 30万円

長岡市 50万円 5万円 20万円 5万円 配置

小千谷市 30万円

出雲崎町 120万円 120万円 5万円/月 15万円

魚沼市 100万円 2万円/月

南魚沼市 3万円/月 20万

湯沢町 3万円/月 20万円

十日町市 20万円 20万円

津南町 50万円 30万円 実施

柏崎市 10万円 70万円 1.5万円/月 10万円

上越市 50万円 20万円

妙高市 70万円 50万円 1.5万円/月 宿泊費

糸魚川市 100万円 50万円 4万円/月 10万円 配置

佐渡市 50万円 2万円/月 20万円

※金額は基本的な限度額、各種条件等あり 13



９ 移住者へのアフターフォローやネットワークづくりの取組等

事業名 取組内容 担当

新発田市
移住カフェ 移住者のネットワーク作りのため定期的な交流会を行う。

みらい創造課定住促
進・婚活応援室
0254-28-9531

五泉市 Ｕターン・Ｉターン等促
進事業

移住者向けの交流会を実施予定
企画政策課
0250-43-3911

新潟市 新潟市HAPPYターンサ
ポーター制度・移住者交
流会の実施

サポーター同士の交流会を実施予定
移住者交流会は全6回を予定

雇用政策課新潟暮ら
し推進室
025-226-2149

三条市
移住者交流サークル

移住者のネットワークづくりのため、市内で移住者が交流できるサー
クルを立ち上げ

地域経営課
0256-34-5646

小千谷市

小千谷市移住サポーター

・相談希望者からの相談に移住者目線で助言
・当市の移住施策に対し助言
・移住者の視点から当市の魅力をSNS等で発信
・市が出展する移住セミナー等に随行

観光交流課
0258-83-3512

南魚沼市 移住者・移住希望者受入
れ支援

さらなる移住者への獲得のため、移住者が市とともに首都圏移住定住
イベントに参加

U＆Iときめき課
025-773-6659

十日町市
移住促進基盤整備事業 移住者が参加できる交流会を開催

企画政策課移住定住
推進係
025-755-5137

柏崎市
シティセールス推進事業

Iターン者向けの交流会の開催。第1回は6月1日に開催済。秋頃にも開
催を予定している。

元気発信課
0257-21-2311

上越市
移住・定住コンシェル
ジュ

当市への移住を考えている方からの相談に対応するとともに、仕事や
住まい、子育てなどの情報提供、移住後の地域の皆さんとの関係づく
りなどの「定住支援」を一貫して行う専門員を設置。

自治・地域振興課
025-526-5111
（内線1488）

糸魚川市
糸魚川市移住サポーター

市が登録した移住サポーターが市の紹介及び生活に関する情報の発信、
移住希望者からの問合せに対する助言等の支援を行う。

企画定住課
025-552-1511

佐渡市
佐渡UIターンサポートセ
ンター

移住者向けの交流会を不定期で開催
地域振興課移住交流
推進係
0259-63-4152
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１０ 地域の受入態勢整備・意識啓発

取組内容 担当

新潟市
教育委員会と連携し、中高生に向けたシビックプライドを醸成する授業を実施

雇用政策課新潟暮ら
し推進室
025-226-2149

出雲崎町
地域おこし協力隊導入にあたって受入れ関係者に対する体制整備、意識啓発をテーマにした研修会
を開催。（地域おこし協力隊体制支援業務委託の中で実施）

総務課地域政策室企
画係
0258-78-2290

南魚沼市
研究会や先進地の視察を行い、移住者の受け入れ態勢を整備

U＆Iときめき課
025-773-6659

糸魚川市
地域住民等を対象とする移住者受入研修を開催

企画定住課
025-552-1511

１１ 首都圏の出身若者等とのネットワーク形成の取組

事業名 事業内容 担当

胎内市
たいないサポーターズク
ラブ

定期的にメールマガジン等で胎内の今を発信
総合政策課企画政策
係
0254-43-6111

新発田市
首都圏しばたサポーター
ズクラブ運営事業

交流会、新発田市PR動画（第2弾）の制作、市からの情報発信
みらい創造課定住促
進・婚活応援室
0254-28-9531

新潟市 新潟市サポーターズ倶楽
部
若者向けイベント事業

倶楽部の若手幹事を中心に、年1回程度、事務局との共同企画でイベン
ト実施することを検討中

新潟市東京事務所
03-5216-5133

燕市
東京つばめいと 就職ガイダンス、交流会、ウェブサイト・ＳＮＳでの情報発信

地域振興課交流推進
係
0256-77-8364

三条市
三条ファンクラブ 首都圏会員交流イベント及び企業交流イベント

地域経営課
0256-34-5646

見附市
見附さぽーた事業

見附さぽーた通信の発行
東京みつけデー（交流会）の開催

企画調整課
0258-62-1700

南魚沼市 成人式、就職説明会、首都圏イベント等でアンケートを実施。それを
もとに事業展開を模索。

U＆Iときめき課
025-773-6659
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事業名 事業内容 担当

柏崎市
シティセールス推進事業

６月29日に20～30人規模の交流会を首都圏で開催。11月にも開催を予
定している。

元気発信課
0257-21-2311

糸魚川市 首都圏コミュニティ創出
事業

糸魚川ならではの地域資源・人・企業を紹介し、首都圏の人材との継
続的な交流を創出するイベントを開催予定。

企画定住課
025-552-1511

佐渡市
佐渡部 出身若者を集めて親交を深めるとともに、地域の最新情報を提供

地域振興課移住交流
推進係
0259-63-4152

１２ その他のＵ・Ｉターン促進のための取組

事業名 事業内容 担当

阿賀野市
移住定住促進事業（連携
中枢都市圏）

首都圏での移住交流イベント等へ共同出展し、新潟圏域の魅力をア
ピール

市長政策・市民協働
課
0250-61-2502

新潟市

新潟市奨学金貸付事業

無利子で奨学金を貸与
■対象校種：高等学校、専修学校高等課程、高等専門学校、専修学校
専門課程（専門学校）、短期大学、大学、大学院
■貸付額（年額）：高等学校等 20万円 専門学校、短期大学、大
学及び大学院 40万円

教育委員会学務課
025-226-3168

新潟市

地域提案型空き家活用事
業

自治会などが行う空き家の調査研究や空き家活用のためのリフォーム
工事・跡地利用のための除却工事に係る費用の一部を補助する。また、
移住モデル地区において、ＵＩＪターンによる移住・定住の促進に取
り組むことで、県外からの移住世帯が空き家に移住した場合は、自治
会などへ活動支援金を交付

住環境政策課
025-226-2815

新潟市

地域提案型UIJ促進支援

【対象】
平成29年11月22日以降に県外から移住モデル地区に指定された秋葉区
小須戸地区へ移住する世帯
【内容】
小須戸商工会加盟店（220店舗）で使用できる商品券を1世帯につき
10,000円／月，最大2年分支給する。

秋葉区地域総務課
0250-25-5672

燕市
燕市移住希望者交通費補
助金

燕市への移住を希望している方を対象として現地視察にかかる交通費
の2分の1を補助する。（1人最大10,000円）

地域振興課交流推進
係
0256-77-8364
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事業名 事業内容 担当

見附市

空き店舗活用支援事業

特定業種（飲食店等）にて市内商店街の空き店舗を活用した創業の場
合、店舗改装費の3分の2以内（上限300万円）、家賃の2分の1（上限10
万円）を補助。UIターン者の場合、最長36ヶ月の家賃補助が可能。
※特定業種（飲食店等）以外の業種は補助率・補助上限額等が異なり
ます

地域経済課 地域産
業係
0258-62-1700（内線
227）

長岡市
長岡就職・転職・Uター
ンなび

長岡市で働きたい学生やUIターンを希望する社会人の方を対象に就職
に関する情報提供を行うポータルサイト。イベント、起業情報等を配
信
https://www.de-job-ra.net/

産業支援課
0258-39-2228

長岡市

UI-LIFEながおか

長岡市へのU・Iターンを考えている方向けのポータルサイト。長岡暮
らしがイメージできるよう、UIターン経験者のインタビューの掲載や、
長岡の子育て長岡の特徴を「長岡のすすめ」「働く」「暮らし」「住
まい」「子育て・教育」にまとめて紹介
https://uilife-nagaoka.jp/

産業支援課
0258-39-2228

長岡市
長岡市未来の起業家応援
事業補助金

長岡市内で起業しようとする方で、U・Iターンする予定又はU・Iター
ンして３年以内の方を対象に事業費を補助する。（補助対象経費の３
分の２以内、上限額50万円）

産業イノベーション
課
0258-39-2402

湯沢町
移住定住のための新幹線
通勤補助金

湯沢町に15年以上住民登録している35歳以下の方、年齢の合計が85歳
以下で湯沢町に転入する直前の住民登録が一定の要件を満たす夫婦の
新幹線通勤定期券購入費用を10年間補助（上限5万円／月）

企画政策課企画係
025-784-3454

津南町
津南町定住促進助成事業
補助金

基本助成10万円のほか、配偶者・子育て世帯・ひとり親世帯・起業者
の各加算を補助

地域振興課商工観光
班
025-765-3115

妙高市
市内事業所の周知

市ホームページや移住イベントにおいて市内事業所の仕事内容などハ
ローワークでは分からない細部の情報を周知し、就労を促す。

建設課まちづくり係
0255-74-0025

佐渡市
奨学金貸与事業

無利子で奨学金を貸与、卒業後10年以内に継続して5年間市内で就労し
た場合は返還免除

学校教育課学事係
0259-58-7351
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