
中能登町里山の田園風景

世界農業遺産認定

中能登町
移住・創業ガイド

子育て
したい町

創業
したい町

【Ishikawa】

【Nakanoto-machi】



創　　業
サポート

経営の基本を学べる無料セミナー、創業資金の助成、創業後

の手厚いサポートなどの、さまざまな支援メニューを用意し

ています。中能登町では金融機関、ＪＡ、商工会とのネットワー

クにより、町全体で創業をサポートできる体制が整っていま

す。新天地で自分らしく仕事ができるように、故郷を愛する

あなたが笑顔で帰ってくることができるように。中能登町は

創業者を応援します。



中能登町のイメージキャラクター中能登町のイメージキャラクター
「おりひめ」「おりひめ」

子　育　て
サポート

最大 50 万円の出産祝金、18 歳までの医療費助成、第 2子以

降の給食費無料などの、さまざまな支援メニューを用意して

います。自然とのふれあいや地域とのつながりの中、安心し

て子育てするお父さんやお母さん。のびのびと成長する子ど

も。たくさんの笑顔があふれる町を願って中能登町は、子育

てしやすい環境づくりに取り組んでいます。



創業サポート	 	 ～中能登町で夢を実現～

　　創業支援

町役場、商工会、金融機関、JA
が連携したワンストップ窓口です。

【中能登町商工会　本所】
石川県鹿島郡中能登町井田に部50番地
TEL：0767-76-1221

【中能登町商工会　鹿西支所】
石川県鹿島郡中能登町能登部下134部1番地
TEL：0767-72-2121

町内で創業する方に

最大 200万円の
補助金を交付！

町内で新たに事業所を設け創業
する方を対象に、最大２００万
円の補助金を交付します。

経営の基本的な知識が学べる

創業セミナーが

受講無料!
専門家の講師による「経営」「財務」

「販路開拓」「人材育成」をテーマと
したセミナーを毎年実施しています。

ワンストップ 相談窓口
商工会窓口で創業の相談をトータル的に受け付けます!

創業をサポートする経営指導員

※補助金には要件があります。詳しくは町ＨＰをご覧ください。
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創業サポート	 	 ～中能登町で夢を実現～

みんなの
創業を応援
しています　　創業後もしっかりサポート

中能登町商工会が創業後もハンズオンで 
創業者の経営をトータルサポート
・経営のコンサルティング、補助金情報の紹介。
・先輩経営者や関連事業を営む経営者同士の交流の場の提供。

町内在住者を従業員に正規雇用した事業者に1年度

あたり最大 100万円の助成金を交付！
正規雇用した従業員１名あたり最大20万円、１年度あたり最大100万
円の助成金を交付します。

　　　　魅力ある地域事業を承継しよう魅力ある地域事業を承継しよう

事業承継バンク
中能登町のHPで町内の事業承継者を求める事業情報をご紹介しています。
創業希望者や移住希望者にご紹介し、承継することを検討する方とのマッ
チングを行っています。

事業情報

情報の募集 情報の発信

承継希望
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中能登町　事業承継バンク 検索



移住サポート	 	 ～安心できる子育て環境～

　　空き家バンク

空き家バンク
中能登町のHPで町内の空き家となったお家をご紹介しています。
住居探しや店舗、事業所探しにお役立て頂けます。

さらに空き家バンクで取引が成立すると…

家財道具の処分費、

最大 15万円 の
助成金を交付！
空き家バンクで購入又は賃貸し
た空き家にある家財道具などを
処分し町内に定住する方に、処
分に要した費用に対し助成金を
交付します。

空き家等の改修費、

最大 50万円 の
補助金を交付！
空き家バンクで購入した空き家
を改修し町内に定住する方に、
改修に要した費用に対し補助金
を交付します。

空き家等の解体費、

最大 30万円 の
補助金を交付！
空き家バンクで購入した空き家
を解体し、一戸建て住宅を新築
し町内に定住する方に、解体に
要した費用に対し補助金を交付
します。

　　定住支援
一戸建ての住宅の新築・購入

最大 100万円
の定住促進奨励金を交付！
町内に一戸建て住宅を新築・購入（中古住宅、
空き家を含む）して定住する方に最大100万
円の定住促進奨励金を交付します。

Ｕターン・移住者

最大 100万円
の奨学金返還を支援！
中能登町内で就職した若者を対象に、返還し
た奨学金の一部を補助します。（最長５年間
で最大100万円）
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中能登町　空き家バンク 検索



移住サポート	 	 ～安心できる子育て環境～

　　子育て支援

出産祝金 を交付!!
第1子 10万円　第2子 20万円
第3子 30万円　第4子 40万円
第5子以降 50万円　

お子さんの
医療費助成
町内に住所のある１８歳に達する日以後最初
の3月31日までのお子さんの医療費の自己負
担額（保険適用分）を助成します。

第２子以降のお子さん
学校給食費無料
町内在住者で18歳に達する日以後最初の3月
31日までのお子さんを2人以上扶養している方
を対象に第2子以降の学校給食費を助成します。

第２子以降のお子さん
保育料・副食費無料
町内在住者で保育施設にお子さんを入園させ
る場合、保育料は第3子以降完全無料。第2子
は条件により無料となります。副食費は第2子
以降すべて無料となります。

中能登町で
子育て
しませんか？

※補助金には要件があります。詳しくは町ＨＰをご覧ください。
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その他にも子育てに関する様々な補助金があります。

○ひとり親家庭等を対象に

　医療費助成
○ひとり親家庭等を対象に

　入学卒業支度金を交付

○チャイルドシート購入費の一部を

　助成

○小中学校の通学費 全額無料
○コミュニティバス 乗車無料
　（中学生まで）

○通学用ヘルメット 全額助成
　（中学生自転車用）

○小学校入学祝金を給付



相談窓口：中能登町役場企画課
〒 929-1792　石川県鹿島郡中能登町末坂 9 部 46 番地

Tel：0767-74-2806　Fax：0767-74-1300　Mail： kikaku@town.nakanoto.ishikawa.jp
中能登町 HP：http://www.town.nakanoto.ishikawa.jp/

● 能 越自動 車 道 七 尾 氷 見 道 路 [ 七 尾ＩＣ] →中能登町…約 10 分
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美しい花をつける桜は古くから親しまれた
特別な木です。町内の至る所に植えられ、
春の到来を知らせてくれます。

町の木　［桜］

石動山ゆりの学名はヤマユリで、昔、天平寺の
修験者が越後から持ち帰ったのが最初と
伝えられています。

町の花　［石動山ゆり］

石動山・眉丈山麗に多く生息する鳥で、その鳴声は
人々の心を癒し、すがすがしい気持ちにさせてくれます。

町の鳥　［うぐいす］

●羽田 → 能登…約1時間
●羽田 → 小松…約1時間

■飛行機をご利用の場合

■自動車をご利用の場合

■電車をご利用の場合
●JR 東 京 駅 → ＜ 北　陸　新　幹　線 ＞ → 金沢駅…約2時間30分
●JR 大 阪 駅 → ＜特急サンダーバード＞ → 金沢駅…約2時間30分
●JR 名古屋駅 → ＜ 特 急 し ら さ ぎ ＞ → 金沢駅………約3時間

アクセス

◆JR 金 沢 駅 → ＜七　尾　線＞ → 良川駅…約1時間

●北陸自動車道［森本IC］→のと里山海道［上棚矢駄IC］→中能登町…約1時間

◆のと里山空港から中能登町まで車で約1時間
◆小松空港から中能登町まで車で約1時間30分

中能登町の
ゆるキャラ

「おりひめ」

【アクセス】

長時間労働でストレスを抱えながら働いている。
子どもを保育園に入園させることができずに困っている。

そんなあなたに
「〝中能登町〟という選択肢があることを知ってほしい」

という想いでこのパンフレットを作りました。
自分らしく働ける。安心して子育てできる。

そんな当たり前の環境が中能登町にはあります。


