


くらし・しごとの総合案内

にいがた暮らし・しごと
支援センター

住まいの相談

・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

農業の相談

新潟県新規就農相談
センター

林業の相談

新潟県林業労働力確保
支援センター

漁業の相談

新潟県水産課

市町村
起業・
創業

農業 林業 漁業
就職・
転職

関川村 ● ● ●

阿賀野市 ● ● ●

阿賀町 ● ●

五泉市 ● ● ●

燕市 ● ●

加茂市 ●

三条市 ● ●

小千谷市 ● ●

出雲崎町 ●

魚沼市 ● ● ●

南魚沼市 ● ●

湯沢町 ● ●

十日町市 ● ● ●

津南町 ● ●

上越市 ● ● ●

糸魚川市 ● ● ●

佐渡市 ● ● ● ● ●

起業・創業の相談

にいがた産業創造機構
（ＮＩＣＯ）

＜サポート・仕事の相談＞

公務員の相談

・新潟県庁（一般行政職等）
・新潟県警察（警察）
・新潟県教育委員会（教員）

保育の仕事の相談

新潟県保育サポート
センター

福祉の仕事の相談

新潟県福祉人材センタ－

看護の仕事の相談

＜市町村（●で表示した項目が相談できます）＞

新潟県医師・看護職員確保
対策課



新潟県で
漁師になろう！

新たな漁業の担い手
を目指す方々のため
の支援制度や新潟県
漁業の現状など、
父・兄が現役漁師の
担当がお伝えしま
す！

新潟県
水産課

あなたの「？」に
お答えします。

農業って実際はどんな
仕事をするの？
就農するには、何を準
備すればいい？
聞きたくても中々聞け
ないこと、気になって
いることを相談できま
す。

新潟県
新規就農

相談センター

新潟で森を育てる
仕事をしませんか

林業の基本的な仕事
内容や県内地域毎の
特色、県内の林業事
業体の求人情報の提
供、就業準備や就業
後のキャリアアップ、
各種支援制度の紹介
などを行います。

新潟県
林業労働力
確保支援
センター

不動産に関するこ
とご相談下さい！

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
いをいたします。
不動産に関する疑問
がございましたら、
お気軽にご相談下さ
い。

全日本不動産協会
新潟県本部

不動産を中心に
様々な相談に対応

ご相談者様の年齢や
事情をよく聞いた上
で不動産だけではな
く職場、福祉、医療
などを含めた暮らし
全般に関して適切な
アドバイスが出来る
ように心がけてます

新潟県宅地建物
取引業協会

気軽にご相談くだ
さい！

ビジネスプランにつ
いてのアドバイスや、
地元へUターンして
開業する際、利用で
きる補助金について
教えて欲しいという
相談に丁寧に回答致
します。

にいがた
産業創造機構

教員になる夢、
新潟県でかなえ
よう
今年度実施した教

員採用選考検査の状
況、新潟県が求める
教師像、教員の働き
方改革等の情報を提
供します。多くの方
からの相談をお待ち
しています。

新潟県
教育委員会

怖くありません。
聞いてください！

「警察ってなんか怖
い…」って思う方も
いるかしれませんが
そんなことありませ
ん！詳しくからサ
クッとまでお気軽に
ご相談ください。

新潟県警察

新潟県庁の仕事を
紹介します！

県庁に就職して15年
目になりました。
県職員の働き方や、
仕事のやりがいにつ
いて説明します。
ぜひ気軽にご相談く
ださい。新潟県庁

丁寧にお話をきき
ます！

福祉のお仕事に関す
る疑問や不安、施設
の情報など気になる
ことはなんでもご相
談ください。

新潟県福祉人
材センター

保育施設での
お仕事探しを
サポートします！

相談者の方が必要と
している情報をわか
りやすく説明します。
なんでもお気軽にご
相談ください。

新潟県保育
サポート
センター

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！

にいがた
暮らし・
しごと支援
センター

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！

にいがた
暮らし・
しごと支援
センター

新潟県内の
看護職員募集中！

「就職は新潟で！」
「新潟に帰りたい」
「新潟の生活は？」
新潟の看護の現場に
興味をお持ちのあな
たの「知りたい」に
応えます。お気軽に
ご相談ください。

医師・看護
職員確保
対策課



関川暮らしを語り
ます！

ネイティブ関川弁ス
ピーカーの大島と、
東京かぶれが抜けな
い関川ビギナーの鈴
木が、村についてあ
れやこれやお話しし
ます！

関川村

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！

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

オンライン相談実
施中！

燕市ではzoomを使っ
たオンライン相談会
を実施しています！
どんな仕事がある
の？雪はどのくらい
降る？など些細な疑
問もお答えします！

燕市

あなたのお悩みお
聞かせください！

Ｕ・Ｉターンを考え
るとき、重要になる
のが“お仕事”。
起業、就業など、仕
事にまつわる様々な
疑問を一緒に解決し
ましょう！

小千谷市

新しい環境で起業
したいあなたへ

南魚沼ってどんな
環境？どんな人が起
業してるの？
ちょっとした質問

でも気軽にご相談く
ださい。

南魚沼市

移住者が活躍でき
る場所・十日町

Uターン起業の経験
を持つ相談員が、
様々なご質問にお答
えします。移住に関
する気になること、
不安なこと、お気軽
にご相談ください！

十日町市

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

魚沼市

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。

何でも気軽にご相
談ください！！

“世界に誇るものづく
り”や“アウトドアと
穏やかな暮らし”など、
三条市の魅力をお伝
えします！！
どんな些細なことで
もお気軽にご相談く
ださい！！

三条市

阿賀野市での就農を
サポートします！

阿賀野市では柿を
作っていただける方
を募集しています。
もちろん柿以外の作
物も大歓迎ですので、
少しでも気になりま
したらお気軽にご相
談ください。阿賀野市

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

出雲崎町のことな
ら何でも聞いて！

生まれてから39年間
出雲崎町で生活して
います。出雲崎の良
いところはもちろん、
少し住みづらいとこ
ろも包み隠さずお話
しします！

出雲崎町



米作りをするなら
上越へ！

農業担当者と移住担
当者が連携して、就
農と移住をサポート
します。就農までの
プロセスや支援制度
を分かりやすく説明
します。是非ご相談
ください。

上越市

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

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！よろしくお願
いいたします！

津南町 糸魚川市

糸魚川暮らしを紹
介します！

糸魚川と書いて「い
といがわ」と読みま
す。海・山・川の豊
富な自然に囲まれて
過ごす糸魚川の暮ら
しをお伝えします。
まずはお気軽にご相
談ください。

予約がなくても
当日オンライン相談できます！

ご希望の時間帯での相談には、

事前予約がオススメ！

予約受付：10月29日（金）～
11月27日（土）正午

市町村との相談で、

抽選で特産品をプレゼント！

会場限定！！
にいがた暮らし・しごと支援センターの

相談員と対面相談できます！

意向をお聞きした上で、あなたに

ピッタリの団体をご紹介します！

会場備え付けのPCで、

会場から相談！



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！
★特設サイトからご予約をお願いします。
★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！

会場にも出展し
ています！

mailto:niigatakurashigoto@pasona.co.jp


公益社団法人

新潟県宅地建物取引業協会
理想の住まいを見つけませんか

不動産定期無料相談会
毎月第２・４木曜日（新潟）

第３木曜日（長岡）
第１木曜日（上越）

午後１時～４時 要予約

お問い合わせ先

（公社）新潟県宅地建物取引業協会
〒950-0084  新潟市中央区明石1-3-10
tel 025-247-1177 / fax 025-247-0131
Email: takken@niigata-takken.or.jp
HP: https://niigata-takken.or.jp

住まいの相談お待ちしています！

（新潟県宅建協会）とは？

新潟暮らしの物件を探されている方、不動産の取引が
心配な方、どうぞご相談ください

（公社）新潟県宅建協会は、新潟県内の不動産業界
で唯一、新潟県知事認定の公益社団法人です。「消
費者に快適な住環境の提供」「住宅を通して豊かさ
を実感できる社会の実現」を会務運営の基本方針と
しております。新潟県内の不動産業者約1,265社が
加盟しており県下に地域と密着した強いネットワー
クがあります。

シンボル
は2羽の
ハトの
マーク

―ご相談いただいた方の中でご希望の方へ差し上げます！―

≪ミライ住まい方ＢＯＯＫ≫
人生を豊かに歩んでいくためには、ライフスタイルや
ライフステージにあった住まい選びが大切です。あなた
らしい理想の住まいを見つけましょう。

≪はじめての一人暮らしガイドブック≫
これから一人暮らしを始める方のために「部屋探しの流
れ」「部屋を借りる時の法律知識」「お金の管理」「守
るべきルールやマナー」「緊急時の対処法」などについ
て紹介しています。

本会マスコットハトっキーもＵＩターンを希望する
方々の住まい探しを全力でお手伝いします！

mailto:takken@niigata-takken.or.jp


公益社団法人

全日本不動産協会新潟県本部
公益社団法人 全日本不動産協会とは

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。

インフォメーション
業務時間：午前９：００～午後５：００
月～金曜日（土・日・祝はお休みです）

ホームページ：
http://www.niigata.zennichi.or.jp/ 

お問い合わせ先

公益社団法人 全日本不動産協会新潟県本部
Tel       025-385-7719
Mail    support@niigata.zennichi.or.jp
ホームページ
http://www.niigata.zennichi.or.jp/ 

不動産に関する情報をお届けしています！

公益社団法人 全日本不動産協会は、国民の安全安心な不動産取引の確保及び宅
地建物取引業の健全な発展に寄与することを目的に全国3万社を超える会員が
活動しています。

その活動の一つとして、設立日の10月1日に、不動産に関する無料相談を国土
交通省・各自治体の後援を受け全国で実施しています。
日常生活で最も重要な「衣」「食」「住」のうち、住まいに関する様々な疑問
について、お気軽にご相談・ご質問をいただいております。

賃貸も売買も。ホームページ【消費者の皆様へ】では、「不動産基礎知識」「不動産お
役立ちQ＆A」「ラビーネット不動産（物件情報検索サイト）」など取引の前に知ってお
きたい基礎知識など、不動産に関する情報をお届けしています！

公益社団法人 全日本不動産協会 https://www.zennichi.or.jp/

無料相談窓口

協会シンボルマーク

65年の信頼。安心のうさぎのマーク。

情報を明確にキャッチする耳、未来を見る
眼、躍進するジャンプ力のある足を備えた
「うさぎ」が協会のシンボルマークです。
オレンジ色は明るい未来を、緑色は豊かな
大地と自然を表現しています。

https://www.zennichi.or.jp/


新潟県

新規就農相談センター

〇農業を始めるにあたっての心構え
〇新規就農へのみちすじ
〇農業法人への就業
〇就農までのハードル等について、専任の相談員が懇切丁寧に対応します。

U・Iターンを希望されている方は、こちらへ

就農をめざす意欲ある方を応援するために農業体験・研修
先の受入農家を本人の希望に沿ってご紹介します。また、新
規就農者を求めている産地・地域についてもご紹介します。
農業法人など農業の職場で働きたい方に、求人している農

業法人等を無料で紹介・斡旋します。
就農に必要な知識・技術を学ぶ新潟県農業大学校の研修制

度についてもご案内します。

ご相談時間
月～金 ９：００～１６：３０
※年末年始、祝日は、除きます。
オンライン相談（Zoom）もお受け
しております。
お気軽にお問合せください。

お問い合わせ先

（公社）新潟県農林公社
青年農業者等育成センター
Tel 025-281-3480     
Mail  ikusei@niigata-nourin.jp  
ホームページ http://www.n-ikusei.jp/

首都圏・近畿地方にお住いの方は、是非、お出でください！

新潟県内で開催される相談会
１２月２６日（日）

農林業新規就農・就業チャレンジ
フェア
会場：新潟東映ホテル

1月２３日（日）
個別就農相談会
会場：新潟日報メディアシップ６F

2月２０日（日）
農林業新規就農・就業チャレンジ
フェア
会場：新潟東映ホテル

東京・大阪での相談会参加・開催予定
１１月１３日（土）「新・農業人フェア 農業EXPO」会場：大阪ハービスホール
１２月１９日 (日)   出張相談会第１回 会場：東京交通会館ふるさと回帰支援センター新潟県ブース
１月１６日 (日)  出張相談会第２回 会場：東京交通会館ふるさと回帰支援センター新潟県ブース
１月２９日（土）「新・農業人フェア 農業EXPO」会場：池袋サンシャインシテイ

新潟県での就農に関する情報を提供



にいがた山しごと情報誌 Niigata Forestry Magazine

林業労働力確保支援センターは「林業労働力の確保の促進に関
する法律」に基づき、平成９年４月１日に新潟県から指定を受
けて開設しました。
林野庁・新潟県からの委託または補助により、林業事業体の雇
用管理の改善と事業の合理化を図るとともに、新規就労者の支
援等により林業労働力の安定的確保を目的としています。

業務時間：平日 8:30～17:00
新潟県内の林業就業に関する相談窓
口を設置しています。
電話やホームページのお問い合わせ
フォームで受付けしている他、来所
相談に加えオンライン相談にも対応
しています。

お問い合わせ先

公益社団法人 新潟県農林公社
林業労働力確保支援センター
Tel       025-285-7712
Mail    rinrou@niigata-nourin.jp
ホームページ
https://www.niigata-nourin.com/

未経験でも、働きながら必要な知識・技術を身に付けられます！

林業への就業をお考えの人向けに、にいがた山
しごと情報誌『Niigata Forestry Magazine』を毎
年発行しています。
新潟県内各ハローワークやにいがた移住支援
デスク・ココスムにいがた（表参道オフィス：
表参道・新潟館ネスパス内、有楽町オフィス：
有楽町・東京交通会館NPO法人ふるさと回帰支
援センター内）に置いてありますので、興味の
ある方はお出かけください。

[林業とは森林を育てて活かす仕事] 森林は、二酸化炭素の吸収源でもあり地球温暖化防止にも大きく貢献。

[今、森林は手入れを必要としている] 戦後植林された木が育ち利用できる段階になっていますが、
森林の手入れが遅れがちになっていて、森林で働く技能を有した担い手を必要としています。

[未経験からでもＯＫ。キュリアアップしていこう。] 「緑の雇用」事業は、未経験者でも林業に
就き必要な技術を学びキャリアアップを支援する制度です。「緑の雇用」事業ホームページ はこちらから

林業労働力確保支援センターとは？

新潟で森林を育てる仕事をしてみませんか？
新潟県

林業労働力確保支援センター

『Niigata Forestry Magazine』
はこちらから



新潟県水産課
まずは体験してみませんか？

漁業は、一見キツイ仕事ですが、自然の恵みを受けながら、
がんばった分だけ収入が得られるなど、漁業の仕事は魅力が
いっぱいです！
新潟県の漁業への就職を考えている方はもちろん、海や魚に
興味がある方、Uターン・Iターン等をご検討の方、就職はま
だ考えていなくても海や魚に興味がある方、いつでもお気軽
にお問い合わせください！！

お問い合わせ先

新潟県農林水産部水産課指導普及係

Tel       025-280-5314（係直通）
Mail    ngt060060@pref.niigata.lg.jp
ホームページ
https://www.pref.niigata.lg.jp/site/suisan/

こんな方にオススメ！（現役漁師さんの声を集めてみました！）

○新潟県水産課では、現役の漁師さんから直接お話しを伺う「漁業出前講座」や、
漁船に乗って漁師さんの１日を体験できる「漁業体験研修」を開催しています。

○漁業出前講座・漁業体験研修を受講した研修生から毎年新しい漁師さんが誕生
し、県内各地で活躍しています！

○漁師を目指す第一歩として！ ぜひご参加ください！！

将来の就職先に漁業をご検討ください！

趣味のサーフィンを楽しむため、海の近くで
できる仕事を探していました！

サラリーマンの傍ら漁業をはじめましたが、
今は漁師が本業になりました！

海のない群馬県の出身ですが、子供のころか
ら漁師にあこがれていました！

自然相手の仕事。頑張った分だけ収入が増え
るので、やりがいを感じています！



公益財団法人

にいがた産業創造機構(NICO）
UIターン者向けの創業補助金

公益財団法人にいがた産業創造機構は、「新潟県の産業をもっ
と元気に」をミッションに活動している公的支援機関です。
ビジネスプランの作成から、創業後のフォローアップまで、専
門家相談や補助金により、起業する方をサポートしています。

業務時間 9:00~17:30（平日）
相談できる内容
・起業、創業にあたって必要な事
・ビジネスプランの作成
・専門家相談による課題等の解決
・補助金情報

お問い合わせ先

公益財団法人にいがた産業創造機構
産業創造グループ 創業・経営革新チーム
Tel       025-246-0051
Mail    shinkisogyo@nico.or.jp
ホームページ
https://www.nico.or.jp/

気軽にご相談ください！
・起業してみたいけど、何をしていいか分からない！
・自分のビジネスプランに自信が無い！
・技術はあるが、経営していけるかが不安だ！
・補助金やその他の支援メニューがどれぐらいあるか知りたい！

NICOとは？

起業・創業の相談

～U・Iターン創業応援事業補助金～

U・I ターンにより県内に移住し新たに起業する方に必要な経費の一
部を助成する事業です！

新潟県内での地域課題、社会課題の解決に資する事業を支援します！

・助成限度額：200万円 ・助成率：1/2以内

・対象経費：設備備品費、増改築費、消耗品費、水道光熱費、広告宣伝費等



新潟県庁
職場環境

私たち県職員は、「住んでよし、訪れてよしの新潟県」を基本
理念に掲げ、幅広い分野で希望とチャレンジ精神を忘れずに、そ
れぞれの課題に取り組んでいます。
新潟県では、新型コロナウイルスや人口減少など社会の変化が

加速する中、主体的に行動ができ、状況の変化に柔軟に対応しな
がら自分の役割を果たすことができる人材を求めています。
次の世代に繋がる新潟県を創るため、ぜひ一緒に働きませんか。

お問い合わせ先

新潟県人事委員会事務局 総務課 任用係
Tel       025-280-5538
Mail    ngt210010@pref.niigata.lg.jp
ホームページ
https://www.pref.niigata.lg.jp/site/saiyou3/

詳しい採用情報はこちらから！

●職員数（知事部局）：5,477人（令和3年4月1日）
●平均年齢（一般行政職）：43.8歳
●平均給与月額（一般行政職）：328,486円
●年次有給休暇の平均取得日数：１２日
●女性職員の割合（一般行政職）：21.4％
●「働き方改革」への取組
職員のライフスタイルに合わせた勤務時間を選択できる「早出
遅出勤務制度」の導入やノー残業デーの実施など、全庁で職員
のワークライフバランス実現に向けて取り組んでいます。
また、女性職員の育児休業取得率の実績は100％！育児休業

や部分休業を希望する職員がためらいなく取得できるよう、
働きやすく風通しのよい職場環境づくりに努めています。

○ 新潟県人事委員会事務局のＨＰでは、
職種別の仕事内容などを 詳しく紹介！

○ 最新の情報はツイッター、BLOGで！

新潟県庁の基本の“キ”

新潟県人事委員会事務局



新潟県警察
新潟県警の魅力

警察の仕事は多岐にわたります。日常生活に不安を与える犯
罪の抑止に取り組む「生活安全警察」。交番を拠点に、地域
住民の笑顔を守る「地域警察」。知力・体力を最大限に駆使
して凶悪犯罪に立ち向かう「刑事警察」。車社会の安全を目
指す「交通警察」。要人警護やテロ・ゲリラの未然防止等に
活躍する「警備警察」。これらの各部門をあらゆる角度から
サポートする「警務警察」。あなたが今まで育んできた「個
性」や「知識」が多種多様な現場で活かせるはずです。

インフォメーション
職員数 4700人
勤務地 新潟県警察本部及び

県内２９カ所の警察署
採用職種 警察官、警察行政

お問い合わせ先

新潟県警察本部 警務部警務課採用係
Tel 025-280-0334
ホームページ
https://www.pref.niigata.lg.jp/site/ke
nkei-saiyo/

ＹｏｕＴｕｂｅ新潟県警察公式チャンネル

■県民220万人の笑顔を守る
約220万人の県民の安全な暮らしを守る新潟県警。
事件の捜査だけではなく、犯罪発生を未然に
防ぐための取り組みにも力を注いでいます。

■各種手当が充実
通勤手当（距離等に応じて支給）や、
賃貸住宅に住む人には住居手当（最高27,000円）
が支給されます。

■充実した研修制度で安心
採用後に入校する警察学校では、
職務に必要な知識、技能や体力、精神力を
身につけて一人前の警察官を目指します。

警察官ってどんな人たちが働いてるの？
どんなことを感じながら働いてるの？やりがいは？
気になる方はぜひYouTube新潟県警察公式チャンネルへ。
YouTubeオンライン業務説明会は毎月開催予定です。

新潟県警察の基本の“キ”



新潟県教育委員会
今年度実施した教員採用選考検査

お問い合わせ先

新潟県教育庁義務教育課管理第１係
Tel       025-285-5511（代）
Mail     ngt500040@pref.niigata.lg.jp
ホームページ
http:/www.pref.niigata.lg.jp/gimukyouiku/

教員の授業づくりをサポートしています！

新潟県公立学校教員の基本の“キ”

新潟県公立学校教員募集
～ 児童生徒への愛情 をもっている人を求めています ～

先輩教員が新潟県公立学校教員の魅力をお伝えします！

○ 子どもの成長を間近で見られることが教員の魅力です。
○ 多くの生徒の夢をかなえるためのサポートができることに
やりがいを感じています。

○ 教員は、子どもと共に学び、感動し、自分も成長できる素
晴らしい職業です。

〈出願種別及び公告数〉

○ 小学校教諭（255人程度）
○ 中学校教諭・高等学校教諭【中・高共通】【中学】【高校】（152人程度）
○ 特別支援学校教諭（30人程度）
○ 養護教諭（25人程度）
○ 栄養教諭（２人程度）

〈検査内容〉

○ 第１次検査 ① 筆答検査Ⅰ（教職教養、一般教養）
② 筆答検査Ⅱ（出願種別、教科等に関するもの）
※ 音楽、美術、保健体育、技術、家庭は実技検査を実施
※ 英語はオーラルプレゼンテーションを実施

○ 第２次検査 ① 個人面接Ⅰ（学習指導や生徒指導等に関する事項）
② 個人面接Ⅱ（教員としての資質・能力等に関する事項）

新潟県の教員だけが使うことができるＷｅｂサイト「新潟県教育支援システム」で、指導案や授
業の資料などを共有したり、教員同士の情報交換をしたりすることができます。また、教材研究や
授業場面、家庭学習等に活用できる「学習支援動画」を2300本以上作成し、ＹｏｕＴｕｂｅで公
開しています。



新潟県

保育サポートセンター ■就職相談 ■研修・ガイダンスなど情報提供
■保育士を目指す方へのサポート ■施設見学・実習の紹介

・就職相談 就職、復職に向けた就職活動の支援をします。
お電話・メール・来所相談（来所相談は要予約）で対応します。

・潜在保育士向け研修会の案内 など

保育士発祥の地にいがたで保育士になろう！ お問い合わせ先

新潟県保育連盟
新潟県保育サポートセンター
Tel ： 025-281-5572
Mail ： center@niigata-hoikusupport.jp
ホームページ：

http://www.niigata-hoikusupport.jp

保育施設に勤務したい求職者のサポート

新潟県保育サポートセンターとは・・・

保育施設の採用情報の提供、就職に関する相談を行うと共に、
保育の現場と連携し、信頼できる保育施設へのサポートを
行います。

相談できること

明治２３年（１８９０年）に赤沢鐘美（あつとみ）の「静修（せいしゅう）学校」にて日本で初めて幼児たちを預りス
タートしたと言われています。当時の一般民衆の暮らしぶりは貧しく、学校に行けず兄弟の赤ん坊を背負ったまま私塾
に通うものが多かったため、鐘美の妻ナカや家族がその幼児たちを一室にまとめて面倒を見たことが保育事業の先がけ
となりました。現在も新潟市中央区に赤沢保育園として現存し市民に親しまれています。

新潟県内の保育施設に勤務したい求職者と
保育職の求人募集をしたい求人施設のための
就職・求人相談窓口です。 ◎保育施設に勤務したい求職者へのサポート

応募希望先の施設見学仲介 応募希望先の施設見学仲介

保育施設によって園内の雰囲気、
保育の特色、子ども達や先生の様
子などそれぞれのカラーがありま
す。見学の受け入れ可能な施設の
場合、施設見学の仲介をします。
応募する前に是非一度応募希望の
施設を見学してください。

新潟県福祉人材センターは福祉職
専門の無料職業紹介所です。新潟
県福祉人材センターに求職登録い
ただき、希望する場合は登録情報
を新潟県福祉人材センターと新潟
県保育サポートセンターで共有し
連携して支援します。双方から情
報を受け取ることができます。

希望に近い求人情報の検索・送付

職業紹介所（ハローワーク、新潟
県福祉人材センター）登録の求人
情報等を検索し、希望に近い求人
票や情報をご自宅へ送付します。
また、ご希望によって求人登録の
ない施設でも求人募集をしている
か問い合わせをするなど就職活動
のお手伝いをします。

http://www.niigata-hoikusupport.jp/


新潟県

福祉人材センター
HP・LINEで様々な情報をお届け！

高齢・障害・児童分野を中心に求人票を取り扱っている福祉
職専門の無料職業紹介所です。
求人の紹介や就職に関する相談をはじめ、施設見学の斡旋や
履歴書・職務経歴書の添削も行っています。
新潟市中央区に常設の相談所、長岡市、上越市に出張相談所
があります。ご希望の場合は、出張相談所以外の地域へ伺う
こともできます。

Youtubeも始めました！！

施設の様子や職員の
インタビューなどを
配信しています！

お問い合わせ先

社会福祉法人 新潟県社会福祉協議会
新潟県福祉人材センター
Tel       025-281-5523
Mail    ni.jinzaicenter@fukushiniigata.or.jp
ホームページ
https://www.fukushiniigata.or.jp/jinzai/

こんな方はご相談ください！

・無資格未経験でも福祉の仕事はできるのかしら？
・私の希望するような求人がないんだけど･･･

・働ける時間に制限があるのでなかなか求人がないです

新潟県福祉人材センターとは？

福祉のおしごとのことなら
福祉人材センターにおまかせ！



県内各病院の基本情報と併せ、実践している看護の特徴や教育体制、福利厚生
や各種支援制度など、就職・実践体制、福利厚生や各種支援制度など、就職・
就業に関する情報を総合的に掲載しています。する情報を総合的に掲載してい

ます。

「希望の職場をさがしたい！」
「再就職したいけど不安！」

「新潟県ナースセンター」にご相談を。

予約はホームページから
できます。

新潟県

医師・看護職員確保対策課

新潟県内の人口10万
人あたりの看護職員数は
全国よりは高く、ここ数
年は増加傾向です。

しかし、順位は全国
30番目なのでまだまだ
足りているとはいえない
状況です。

お問い合わせ先

新潟県福祉保健部 医師・看護職員確保対策課
看護職員確保・育成係

Tel      025-280-5178
Mail   ngt040290@pref.niigata.lg.jp
ホームページ
https://www.pref.niigata.lg.jp/site/ishikango/

こんな方はぜひ活用を「新潟県病院就職ガイド」

○全国でわたしに一番ぴったりの病院だと
思っています（新採用職員）

○「わたしの仕事はこれだった！｣復職して
実感できました(復職体験談）

○新潟のよさも、本当にやりたい看護も、
一度離れたからこそ見えるようになりま
した。（U・Iターン経験者)

詳しくは

□就職は新潟で！と考えている
□求人情報だけでは決められない。
□いつかは新潟に帰りたい。
□新潟でキャリアアップできるの？

新潟県の看護職員の状況
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新潟県内の看護職員の勤務先で最
も多いのは「病院」で、全体の6割
を占めています。

次いで、「介護保険施設等」「診
療所」となっています。

【看護職員の就業者数（人口10万対）】

【就業場所別看護職員数（常勤換算）】

～新潟で働く看護職の声～

新潟県ナースセンター看護職VOICE！

県内就業を希望するみなさんを
応援します！

相談曜日：月～金
（土・日・祝日はお休みです）

相談時間：９:３０～１２:００
１３:００～１６:００

｢新潟県病院就職ガイド」を作成しています
県内各病院の基本情報と併せ、実践している看護の
特徴や教育体制、福利厚生や各種支援制度などを
総合的に掲載しています。

https://www.niigata-job.ne.jp/nurse/


関川村

新潟県でも有数の豪雪地である関川村。
夏、とても暑いんです。しかし、夏の記憶はあまり残らない。だって、どこに行っても暑いから。
冬の関川は良くも悪くも思い出がたくさんできます。
雪はおいしい米作りに欠かせない恵みですが、それはそれです。朝暗いうちに起きて除雪、それも毎
日です。村民は日々闘い、しかし雪に癒されます。

タウンインフォメーション（2021.10.1現在）
人口5,200人/世帯数1,871世帯/個性豊かな54集落
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)、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/
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雪との闘い･･･しかし、雪に癒される

ある日の職員宅。
やっとの思いで車を出して、自
宅を出発。
役場に着いたが･･･

※大袈裟に思われるかもしれませんが、
脚色は控えています。

仕事を終え、帰宅しようと
すると･･･
また雪との闘いが始まる
のであった･･･

も～う
勘弁して
くれ！！

役場もか！！
（当然といえば当然ですが）

そんなとき
には･･･

雪によるストレス
は、

雪によって解消



阿賀野市

阿賀野市では、柿作りで就農していただける方を募集しています。お任せしたい農地があります
ので、すぐに生産を始めることができます。就農にあたり、農協や生産組合が栽培から出荷までサ
ポートします。少しでも興味がありましたら是非ご相談ください。
もちろん柿以外の作物での就農も大歓迎です。来夏には「道の駅あがの」が完成予定ですので施

設内に設置される農産物直売所で生産した商品を販売することもできます。

タウンインフォメーション
・人口41,238人/世帯数13,390世帯 ・幼稚園1園/認定こども園13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
・主な農産物 米/いちご/枝豆/柿/花き/カリフラワー/里芋/なす/トマト

お問い合わせ先
阿賀野市農林課農林企画係
Tel       0250-62-2510（内線2676）
Mail    norin@city.agano.niigata.jp
ホームページ
https://www.city.agano.niigata.jp
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阿賀野市で柿を作りませんか！

阿賀野市の農業は稲作が中心ですが、経営発展のため、
花きや野菜などの園芸に取り組んでいる農家もあります。
有機栽培にも力をいれており、

特に笹神地区は「ゆうきの里」
とも言われ、有機肥料や、合
鴨農法による無農薬の米作り
を行っている農家もあります。

こだわりの有機肥料を使って生産している阿賀野市の
ブランド枝豆です。
食べる人や送る人、生産地や消

費者など、さまざまな縁をつなぎ
たいという願いを込めて名付けら
れました。市ではこの「えんだま
～縁玉～」の生産拡大を図ってい
ます。



農地あり 選果場・販路あり 少ない初期投資 栽培も支援 ベビーパーシモン 道の駅あがの

お任せしたい農地が
ありますのですぐに
就農でき、生産を始
めることができます。

農協や生産組合が出
荷もサポートします
のですぐに販売する
ことができます。

高額な機械などは不
要ですので少額の初
期投資で始めること
ができます。

各作業には技術が必
要ですが、農協や生
産組合が指導を行い
ます。

全国でも珍しい極小
品種の柿で、注目が
集まっている新しい
産品です。

来夏に完成予定の
「道の駅あがの」で
商品を販売すること
ができます。

阿賀野市で
作りませんか柿



阿賀町
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

■起業・創業支援
■農業

相談待ってます！



五泉市

★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。
・新増改築費…総額100万円以上の工事費の1/2以内（上限100万円）
・店舗改修費…総額50万円以上の工事費の1/2以内（上限50万円）
・建物賃貸料…賃貸料の1/2以内（上限5万円/月）（最長12ヶ月）

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
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起業する方を応援🏳🌈

五泉市 企画政策課
Tel      0250-43-3911
Mail    kikaku@city.gosen.lg.jp

お問い合わせ先

農業に関心のある方🏳🌈

★農業体験してみませんか
五泉市では、米をはじめとした様々な農産物の産地で
す。
農業に興味のある方、農業体験をすることができます。
まずは、土にふれてみませんか。

＊五泉のめぐみ～五泉三美人～＊

・帛乙女（さといも）
・五泉美人（レンコン）
・やわ肌ねぎ（ねぎ）

五泉市ホームページ 五泉市の魅力PRガイド
～花心泉心～



燕市
イチオシ移住・定住支援！

燕市は江戸時代から続く歴史のある金属加工のまちで、スプー
ン生産の国内シェアは90％以上！プレスや磨きなどの高い加
工技術が多様に集積しており、まち全体がひとつの工場のよう
に動いています。ものづくりに興味がある方は、ぜひご相談く
ださい。

お問い合わせ先

〒959－0295 新潟県燕市吉田西太田1934番地
燕市役所 地域振興課交流推進係
TEL  0256-77-8364
FAX 0256-77-8305
E-mail chiiki@city.tsubame.lg.jp
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「ちょうどいい田舎暮らし」が叶うものづくりのまち

■オーダーメイド型の移住ツアー
企業見学や住居・市内の視察、お試し生活体験など、
ご希望の日程・場所で、燕市内をご案内します。
先輩移住者の話を聞くことができるチャンスです！

■UIターン者＆新婚世帯向け家賃補助
月額家賃の1/2、最大36万円を補助します！

■テレワーカー移住支援
家賃補助＆本社通勤時の交通費補助を行います。

テレワーク可能なシェアハウスもご紹介可能です。

燕市は新幹線や高速道路が整備され、県内外へのアクセスが良好であるとともに、
買い物する場所などがコンパクトにまとまった生活しやすく便利なまちです。
また、降雪量も県内では比較的少なく、雪の多い地域を経験したことがない方
にもオススメです。ちょうどいい田舎な燕市に住んでみませんか？

燕市はこんな“まち”！

タウンインフォメーション
人口約７万８千人 世帯数約３万世帯
保育園・こども園・幼稚園２７か所 小学校・中学校20校

11月27日（土曜日）
は、

「起業・創業支援」
「就職・転職」
の相談ができます！



加茂市

伝統技術や豊かな自然に恵まれ、『北越の小京都』と言われる加茂市。
最近ではカフェなどが続々オープンするなど、新しい風が吹き始めています。

加茂市は、市内で起業・創業する方を応援します！

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

加茂市商工観光課
TEL    0256-52-0080
Mail syoko@city.kamo.niigata.jp
HP https://www.city.kamo.niigata.jp
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加茂市は起業・創業がイチオシ！

創業チャレンジ事業（予定）

市内での起業・創業を考えて
いる人に対して、1年間出店す
る場所を提供します！

空き店舗対策事業（予定）

商店街の空き店舗への出店
を補助します！
➢改修費用補助
➢家賃補助

制度融資・支援資金

事業者・就職者を応援しま
す！
➢加茂市創業支援資金
➢ふるさと就職支援資金



三条市

三条市は、鍛冶技術の伝統を継ぐ金属加工を中心とした「ものづくりのまち」です。製造業が盛

んで金属産業の集積地となっています。ものづくり企業のほかにもたくさんの業種で求人があり、市
内企業の担当者とフランクにお話ができるオンラインでの企業説明会も実施しています。
また、三条市では、地域に根付いて“小さな仕事”を生業として起業したいという方をサポートする、

起業支援プログラムも御用意しています。
少しでも興味をお持ちの方はお気軽に御相談ください！

【三条市基本Data】(令和3年4月末現在)
人口95,219人 / 世帯数36,694世帯（男性：46,416人、女性：48,803人）
公立保育所９園/私立保育園17園/私立幼稚園３園/認定こども園３園
小学校19校/中学校８校/義務教育学校１校

お問い合わせ先
三条市地域経営課
Tel       0256-34-5646（直通）
Mail chiikikeiei@city.sanjo.niigata.jp
HP https://www.city.sanjo.niigata.jp/

▶移住定住サイト（三条で暮らす。）
https://sanjo-city.note.jp/

～三条市のマチ・ヒト・コトをお届けします～
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三条市であなたの“やりたい”を、仕事にしませんか？

イチオシ移住・定住支援！
○１泊２日オーダーメイド移住体験
一人一人のご希望に合わせて、個別に日程や見学先、体験内容等を決めることができる移住体験です！

【参加費】8,000円（東京から新幹線の場合）
※居住地域や交通手段によって参加費が異なります。

【対象者】新潟県外在住の方

○住宅賃借事業補助金
アパートなどの賃貸住宅にかかる家賃を、36か月間で最大42万円補助します！

【対象要件】新潟県外から三条市に転入し、県内企業に就職又は県内で起業した40歳未満の方（詳しくはお問
合せください。）

〇移住支援金
東京圏（埼玉県、千葉県、神奈川県及び東京都）から三条市に移住した方に「移住支援金」を支給します。

単身の場合は最大60万円、２人以上の世帯の場合は最大100万円！
※詳しい対象要件はお問合せください。

mailto:chiikikeiei@city.sanjo.niigata.jp
https://www.city.sanjo.niigata.jp/
https://sanjo-city.note.jp/


小千谷市

○ 出店・開業促進事業
出店・開業時における、店舗や事務所の新築または改装の工事費用を最大100万円補助します！
～ 起業後の成長も全面的にバックアップ！！ ～
経営のあらゆるお悩みに専門家が無料で対応するよろず相談窓口や、商品開発、EC活用、商談会
出展など様々な場面でご利用いただける豊富な補助制度をご用意しています！

タウンインフォメーション
・人口34,166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

（令和３年９月30日現在）

お問い合わせ先
小千谷市商工振興課
Tel       0258-83-3556
Mail    syoko@city.ojiya.niigata.jp
ホームページ
https://www.city.ojiya.niigata.jp/soshiki/syok
o/hojyokin.html#1
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小千谷市は起業支援がイチオシ！

豊富な就業支援ツールをご用意しています！

○ おぢや企業ガイドブック
おぢやの仕事のことならこの一冊！
企業情報はもちろんのこと、そこで働く若者の
声も掲載されています。
あなたにピッタリのお仕事がこの中に！！

○ おぢや就労支援アプリ
就労情報、移住情報、イベント情報、観光情報が
これひとつに。必見の無料アプリです！



出雲崎町
イチオシ移住・定住支援！

出雲崎町は、人口4,200人、車で10分も走れば、町のどこにで
も行くことができる「7ｋｍ×6ｋｍ」のコンパクトな小さな
町。そんな小さな町には、海があり、山もある豊かな自然など
多くの宝物があります。その中でも一番の宝物は世界一大きく
見えると言われる夕日が堪能できること。ぜひ体感しに出雲崎
町へお越しください。

タウンインフォメーション
・人口：4,233人/世帯数：1,702世帯 ・保育園：１園/認定こども園：１園
・小学校：１校/中学校：１校/高校：１校 ・診療所：２か所
・子育て支援施設：１か所

お問い合わせ先

出雲崎町 総務課 地域政策室 企画係
電 話：0258ー78ー2290
メール：kikakuk@town.izumozaki.niigata.jp
ホームページ（出雲崎移住・定住支援サイト）
https://goodlife.town.izumozaki.niigata.jp/
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出雲崎町の宝もの！

〇住宅取得支援 『スーパー住まい取得補助金』
→ 町内の住宅を購入する世帯に最大120万円を補助

〇子育て支援 『保育料無償』
→ 国の制度とあわせ０～５歳児の保育料が所得制限
なしで第１子から無償

〇子育て支援 『子ども医療費助成』
→ ０歳～18歳までの医療費を全額助成（所得制限なし）

海沿いは絶好の
釣りスポット！

出雲崎町はこんな“まち”！

紙風船
国内シェア
１００％！

新鮮な魚介類が
豊富！

「さざえ」が
おすすめです！

「農業」

の相談ができます！



魚沼市

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。

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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魚沼市は移住・定住支援がイチオシ！

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。

魚沼市はこんな“まち”！

こんな方にオススメ！

・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。

お試し住宅

炭焼き



南魚沼市

南魚沼市では新たな事業を始めようとしている方々を応援しています！
「地域課題を解決するような事業」「地域に存在しないような事業」を南魚沼市で新たに創業され
る方を対象に、チャレンジ支援事業補助金を創設しました。採択者を伴走支援しています。
そのほかにも、南魚沼市内で創業される方を対象とした創業支援補助金も準備しています。
どちらも、南魚沼市へ移住してきた方が採択された実績があります。
あなたも南魚沼市で起業・創業を目指してみませんか？

タウンインフォメーション
・人口54,589人/世帯数19,999世帯 ・保育園20園/認定こども園７園
・小学校１７校/中学校４校 ・病院５カ所 ・診療所４５カ所
・スキー場１０カ所！

お問い合わせ先
移住・定住：U&Iときめき課 Tel:025-773-6659
Mail：tokimeki@city.minamiuonuma.lg.jp
起業・創業：商工観光課 Tel:025-773-6665
Mail：syoukou-s@city.minamiuonuma.lg.jp
南魚沼市ホームページ
http://www.city.minamiuonuma.niigata.jp
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南魚沼市は起業・創業がイチオシ！

令和3年度採択事業

・温泉を利用したスッポン養殖事業

・地方都市における移動販売業が持つ可能
性と海外先進地視察による文化の探求

・南魚沼市における国産スキー/スノー
ボードの製造工場設立事業

・塗装ファクトリ―開発 塗料ソムリエ
輩出事業

・規格外農産物に特化した加工場×シェア
キッチン

来年は起業・創業支援を
さらに充実させていきます

南魚沼市に

移住して

起業・創業
してみませんか？



起業家育成プログラム

スタートアップ アクセラレーション

南魚沼

第１回 6月26日

第２回 11月15日

第３回 日程調整中

第４回 3月23日（予定）

最前線のスタートアップの話が聞けるチャンス！

オンライン（ZOOM）参加可能です

南魚沼市内で活躍する起業家の

最新情報もお届けします

（チャレンジ支援事業採択者プレゼンテーション）

就職・転職のご相談は

一般社団法人 南魚沼市まちづくり推進機構
一人ひとりにあった
オーダーメイドで
サポートします。
・地域の企業と不動産事業者の皆さん
と協力した「しごと」「すまい」の
情報まとめ

・高校生向け職業体験
・就職ガイダンス

『 ＬＩＦＥ in ～ライフ イン～』

南魚沼市にＵターンやＩターンで実際に
定住している若者のリアルな暮らしや
定住に役立つ情報を紹介する
ライフスタイルマガジン

南魚沼市に移住して起業・創業してみませんか？

南魚沼市の創業最前線を見てみる？



湯沢町
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/

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”！

「起業・創業支援」
「就職・転職」
の相談ができます！
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十日町市

移住を検討する際に重要なポイントの1つが、移住先での仕事探しです。
十日町市は、農業の新しい可能性に挑戦する人、十日町市から全国へと発信しようと
する人、伝統を守りながら新しいことにチャレンジする人など様々な人が活躍してい
ます。
各種補助金やサポート制度を用意して新たな挑戦を後押しします。

タウンインフォメーション
・人口50,376人/世帯数19,659世帯 ・保育園9園/認定こども園13園
・小学校13校/中学校10校 ・病院（・診療所）23カ所

お問い合わせ先
十日町市企画政策課
Tel       025-755-5137
Mail    t-kikaku@city.tokamachi.lg.jp
ホームページ
https://www.city.tokamachi.lg.jp/
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十日町市は起業・創業がイチオシ！

起業・創業 農業 就職

補助金や融資制度が充実
ビジネスプラン審査会大賞 最大100万円

低金利融資や信用保証制度も充実

中小企業診断士によるサポート（無料）

～日本の原風景のなかで、自然を体験しながら
農業を始めてみませんか？～

・農業次世代人材等資資金 最大150万円
・新規就農者パワーアップ事業 最大 20万円
・6次産業等支援 最大 40万円

～あなたの「活き方」「働き方」を
見つけませんか？～

「＃とおかまちのしごと＆求人図鑑」

市内企業、求人情報、
独自の働き方をして
いる方々を紹介！

テレワーク施設や
起業支援拠点など
安心のサポート！



津南町
タウンインフォメーション

・人口9,110人/世帯数3,473世帯 ・保育園5園
・小学校3校/中学校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 https://iju-tsunan.org/
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津南町は自然がイチオシ！

津南町に住んで自然を楽しんでみませんか。

自然の脅威を大きく受けるような地域ですが自然
の恩恵を大きく受けられる地域でもあります！そ
のため移住者の多くは移住前の職業から一転して
農業に就業しており、また農業に就業しなくと
も、自然が身近にある地域に住んでいます！新機
就農支援や空き家バンク等、移住者関連支援制度
も充実しておりますので、ぜひ一度お問い合わせ
ください！

イチオシ移住・定住支援！

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）



上越市

上越市は、水稲の作付面積が全国第４位の米どころ。平場の田んぼから中山間地域の棚田まで市内
各所で水稲が作付けされているほか、園芸や果樹も栽培されています。新規就農者に対する支援制度
を豊富に取り揃えているほか、就農に関する相談もお受けしています。また、農業未経験者は、おた
めし農業体験で一定期間農家や農業法人の下で農業の現場を知る・体験することがオススメ！宿泊費
や交通費の補助もあるので、ぜひご利用ください！

タウンインフォメーション
人口187,478人 / 世帯数76,744世帯 /  保育園55園 / 認定こども園5園
幼稚園７園 / 子育て広場21カ所 /  小学校49校 / 中学校24校
病院・診療所249カ所

お問い合わせ先
上越市 農政課
Tel     025-520-5749
Mail   nousei@city.joetsu.lg.jp
ホームページ
https://www.city.joetsu.niigata.jp/site/joetsu-
agri-portal/
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上越はイマ農業がアツい！

上越での起業・創業増えてます！

上越市は、新潟県第3位の人口を有し、また北陸新幹線で東京まで約2時間、金沢まで約1時間とい
う立地にあります。古くから、西日本と東日本の交流点として、多種多様な産業が形づくられてきま
した。市では、商工会議所、市内金融機関と連携し、関係機関の専門性を生かした相談の受付や、
創業に関する助成金による支援、起業・創業に必要な知識を勉強する創業塾の開催等の支援を行って
います。起業・創業をお考えのU・I ターンをご希望の方は、ぜひご相談ください。

お問い合わせ先
上越市 産業政策課
Tel     025-520-5729
Mail   sangyou@city.joetsu.lg.jp
ホームページ
https://www.city.joetsu.niigata.jp/soshiki/san
gyou/



糸魚川市

新潟県の最西端に位置する糸魚川には、国石「ヒスイ」をはじめとした様々な種類の石や、ユネス
コ世界ジオパーク認定の豊かな自然環境など、神秘的で魅力ある地域資源が豊富にあります。
糸魚川市では地域資源を活用してクリエイティブに活動したい、自分らしく暮らしたい方の移住を
応援します。糸魚川での起業・創業、農業、就職・転職や移住にあたっての支援制度など、「糸魚
川暮らし」について何でもお気軽にご相談ください！

タウンインフォメーション
・人口40,711人/世帯数17,257世帯
・公立保育園８園/私立保育園６園/認定こども園４園/小学校１４校/
特別支援学校１校/中学校４校/高等学校３校/総合病院１か所

お問い合わせ先
糸魚川市 総務部 企画定住課 人口減対策係
Tel      025-552-1511
Mail    kikaku@city.itoigawa.lg.jp
ホームページ
https://www.city.itoigawa.lg.jp/6868.htm
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自分らしく暮らしたい方の移住を応援します！

いといがわ・クリエイティブ・シップ

糸魚川市運営のクリエイティブ人材登録制度です。
糸魚川市の地域資源を活用してクリエイティブに
活動する方々が参加しています。

糸魚川市のクリエイター支援 移住体験交流施設を利用してみませんか？

移住体験交流施設「水上（みずかみ）」

自然豊かな糸魚川市でお試し居住や柔軟な働き方（リモートワークや
ワーケーション）を体験してみませんか？
１泊２日～６泊７日まで無料でご利用いただけます（要申込）。



糸魚川市の移住支援制度

ＵＩターン修学資金返済支援事業補助金

糸魚川市にＵＩターンし、市内で新たに就業
する方とその親の奨学金・教育ローンの返済
を支援します。

ＵＩターン促進賃貸住宅家賃補助金

糸魚川市内の賃貸物件に入居するＵＩターン
者（18歳～39歳）に、家賃の1/2（上限2万5
千円/月）を最大２年間補助します。※子育
て世帯は家賃の2/3（上限3万5千円/月）

農林水産業就業研修事業

糸魚川市内で農林水産業を営む法人等の指導
のもと、就業に向けた実践的な研修を受ける
場合において、研修に係る交通費及び滞在費
の一部を補助します。

ふるさと就職資金貸付制度

糸魚川市で就職する方（市内転職は除く）に
就職に伴い必要となる資金を低利でお貸しし
ます。利息分は、市が補助します。

「糸魚川暮らし」に
ついて何でもお気軽
にご相談ください！



佐渡市

佐渡の冬の代表的な味覚：寒ブリ。１１月から１月になると寒ブリ漁はピークを迎えこれからの時
期が旬の魚です。佐渡で水揚げされる寒ブリは、日本海の荒波でもまれて、脂が乗り、養殖ブリと
は違うクセの無い味わいです。お刺身やお寿司はもちろん絶品！佐渡産ブリのカツに特製あごだし
醤油ダレをくぐらせて佐渡市認証米「朱鷺と暮らす郷」と食す『佐渡天然ブリカツ丼』もおすすめ
です。

タウンインフォメーション
・人口52,138人/世帯数23,353世帯（令和3年9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（・診療所）6カ所 東京から約４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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佐渡市は寒ブリがイチオシ！

これから旬の寒ブリ ブリの刺身は絶品 ご当地グルメ「ブリカツ丼」
自然にやさしい農法で栽培
された佐渡産コシヒカリ


