ISHIK AWA N A K A N OTO, JA PA N

のんびりと程よい田舎暮らし

中能登町移住
促進協力事業者

Find a future job

WORK

中能登町移住定住促進協議会（企画課内）
https://www.town.nakanoto.ishikawa.jp

のんびりと程よい田舎暮らし

中能登町移住促進協力事業者
中能登町では、町内企業と連携した移住促進事業を行っており、移住希望者への仕事情報、移住関連情報などを
提供しております。 現在、町で協力事業者に任命している企業をご紹介します。

移住前に移住体験プログラムを活用しませんか？
詳しくはP10をご覧ください。お問い合わせ・ご希望の方は中能登町企画課までご連絡ください。

ワーケーション編（5種類から選べます。）
静かな環境でお仕事

自然に囲まれた生活

静かな環境で「リフレッシュ」
と
「働き

自然豊かな環境で「 中能登町での

方」
を学ぶワーケーション。時間や場

ライフ・スタイル」
を体験します。

所にとらわれず、人混みから解放され

中 能 登 町の住民になったつもりで、

てクリエイティヴな発想をしてみましょ

色んな体験をしてみませんか？実際

う。もしかしたら思いもよらないイメー

に体験して、
ライフスタイルをイメー

ジや、オリジナリティ溢れる仕事がで

ジしていただき、
あなたの新しい生活

きるかもしれません！

を実現しましょう。

民宿希望編

農家体験編

民宿の女将さん体験

農園で農業を体験

「 中能登町での民宿体験 」
をします。

のどかで農 業がさかんな中 能 登 町

古民家の宿の女将から作法や料理

に宿泊し、滞在中に地元の食事や

のアドバイス、配膳の仕方など貴重

実際に「農 業」体感してみましょう。

な体験ができます。興味深いことが

就 農 前に農 家さんのお話を聞ける

いっぱい。さあ、古民家の宿の女将

のは、
とっても貴重です。あなたの抱

になったつもりで、おもてなしの心を

いている農 業のイメージがガラッと

じっくり学びましょう。

変わるかも。

アイコンで各企業の便利な制度がわかります。
職場⾒学

バリアフリー

就業前に仕事を⾒学でき、内容や雰囲
気を実際に感じることができます。

障害者が社会⽣活を送る上で、障壁（バ
リア）を取り除くことです。

職業体験

社宅・家賃補助

就業前に、実際の仕事を体験すること
ができます。

企業が従業員に提供している住宅関連
の補助のことを⾔います。

リモートワーク
インターネットを使い、オフィスではな
いところで働く形態を⾔います。
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生活者編

各企業の掲載情報は2021年3月現在のデータです。
企業掲載順はアイウエオ順です。

移住に関すること等、お問い合わせください。

中能登町役場 企画課
業務時間／8:30〜17:15
定休⽇／⼟曜・⽇曜・祝⽇・年末年始
〒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
kikaku@town.nakanoto.ishikawa.jp
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青木織布株式会社
〒929-1716 ⽯川県⿅島郡中能登町⿊⽒ウ部７番地１
http://www.aoki-tex.co.jp

業種・事業
企業PR

産業資材用織物業
中能登町の基 幹産業である織物の製 造

会社です。当社の製品は、主に⼟⽊資材として使⽤され
ています。お客様それぞれのニーズにお応えすべく、⾼品
質の製品をお届けできるよう社員⼀丸で⽇々精励してお
ります。
Q&A
■社員の男⼥⽐率はどれくらい？ ……… 男性6割、⼥性4割
■時差出勤はありますか？ ………………

はい

いいえ

■社宅・家賃補助はありますか？ ………

はい

いいえ

※当社契約のアパート（町内）への入居のみ家賃補助します。

働きやすい
便利な制度
職場⾒学
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職業体験

リモートワーク バリアフリー

社宅・家賃補助

あんがとう農園
〒929-1604 ⽯川県⿅島郡中能登町能登部下53-34-5
https://angatounouen.com/
業種・事業
企業PR

ハーブ、エディブルフラワー、
野菜の製造販売
若い県外出⾝者が多い、活気がある職場

です。
Q&A
■社員の男⼥⽐率はどれくらい？ ……… 男性7割、⼥性3割
■時差出勤はありますか？ ………………

はい

いいえ

■社宅・家賃補助はありますか？ ………

はい

いいえ

※寮費を少し会社で負担しています。

働きやすい
便利な制度
職場⾒学
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鹿島興亜電工株式会社
〒929-1802 ⽯川県⿅島郡中能登町武部は部11
http://www.kashimakoa.co.jp

業種・事業
企業PR

職業体験

リモートワーク バリアフリー

社宅・家賃補助

電子部品（抵抗器）の設計・製造
⾃動⾞・航空宇宙・医療機器・産業機器

など様々な分野で活躍する電⼦部品を提供しています。
当社を⽀えてくださる全ての⼈と⼈との繋がり、信頼関係
を⼤切にすることを企業経営の価値観においています。
Q&A
■社員の男⼥⽐率はどれくらい？ ……… 男性7割、⼥性3割
■時差出勤はありますか？ ………………

はい

いいえ

■社宅・家賃補助はありますか？ ………

はい

いいえ

※家賃補助(別居手当)：自宅から通勤が困難である方で、会社が
承認した方に対し支給致します。
（金額は距離に応じて支給）

働きやすい
便利な制度
職場⾒学

職業体験

リモートワーク バリアフリー

社宅・家賃補助

各企業の掲載情報は2021年3月現在のデータです。企業掲載順はアイウエオ順です。
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壁屋建設株式会社
〒929-1635 ⽯川県⿅島郡中能登町⾼畠ラ部80番地（本社／中能登町⼆宮）
https://kabeyakk.com/
業種・事業
企業PR

土木建設業・造園業
昭和４２年創業、約５０年にわたり中能登

町内を中⼼に、⼟⽊・造園⼯事の施⼯事業を⾏っており
ます。
社員の年齢層は２０代前半から６０代後半と幅広く、何事
も相談しやすい環境下で仕事をすることができます。
Q&A
■社員の男⼥⽐率はどれくらい？ ……… 男性9割、⼥性1割
■時差出勤はありますか？ ………………

はい

いいえ

■社宅・家賃補助はありますか？ ………

はい

いいえ

働きやすい
便利な制度
職場⾒学
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コマツ石川株式会社 中能登支店
〒929-1635 ⽯川県⿅島郡中能登町⾼畠へ94番地（本社／⾦沢市）
https://kcsj.komatsu/bases/ishikawa/

業種・事業
企業PR

職業体験

リモートワーク バリアフリー

社宅・家賃補助

コマツ製 建設機械の販売・整備・
レンタル
⼤⼿建設機械メーカー、コマツの⽯川県

総販売店で県内に９事業所を展開し、社員数は約120名
です。
Q&A
■社員の男⼥⽐率はどれくらい？ ……… 男性8割、⼥性2割
■時差出勤はありますか？ ………………

はい

いいえ

■社宅・家賃補助はありますか？ ………

はい

いいえ

※●社宅：無。 ●家賃補助：自宅から通勤が困難である場合で
会社が承認した方につき補助致します。
（本人2割負担。）
●火災保険料：個人負担。
※リモートワークは一部の職種となります。

働きやすい
便利な制度
職場⾒学
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職業体験

リモートワーク バリアフリー

社宅・家賃補助

株式会社ジェイ・テキスタイル
〒929-1702 ⽯川県⿅島郡中能登町⼤槻井部15番地（本社／⾦沢市）
https://www.jatec-co.jp/about_j/group_j/
業種・事業
企業PR

織物製造業
繊 維 商 社「株 式 会 社 ジャテック」の グ

ループ会社として合繊⽣地の製造を⾏っています。最新
型の機械を導⼊し、付加価値の⾼いものづくりを⾏って
います。企画開発の出来る技術集団を⽬指し、常に挑戦
を⼼がけています。
Q&A
■社員の男⼥⽐率はどれくらい？ ……… 男性5割、⼥性5割
■時差出勤はありますか？ ………………

はい

いいえ

■社宅・家賃補助はありますか？ ………

はい

いいえ

働きやすい
便利な制度
職場⾒学
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各企業の掲載情報は2021年3月現在のデータです。企業掲載順はアイウエオ順です。

職業体験

リモートワーク バリアフリー

社宅・家賃補助
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株式会社 杉本工務店
〒929-1602 ⽯川県⿅島郡中能登町能登部上ヲ部９５番地
http://www.sugi-kou.co.jp
業種・事業
企業PR

建築・土木請負業、建築設計監理業、
解体工事業等
⽯川県内及び、能登地区等の官公庁発注

の⼟⽊・建築⼯事及び、⺠間の⼟⽊・建築⼯事を⾏ってい
ます。住宅の新築・増築・解体業等にも⼒を⼊れており、ま
た、環境ISOも取得し、環境への配慮にも努めています。
Q&A
■社員の男⼥⽐率はどれくらい？ ……… 男性8割、⼥性2割
■時差出勤はありますか？ ………………

はい

いいえ

■社宅・家賃補助はありますか？ ………

はい

いいえ

働きやすい
便利な制度
職場⾒学
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職業体験

リモートワーク バリアフリー

社宅・家賃補助

高山リード株式会社
〒929-1717 ⽯川県⿅島郡中能登町良川た部60
http://www.takayamareed.co.jp/

業種・事業
企業PR

製織用リードの製造販売及び繊維
機器の輸入販売
創業106年、世界トップシェアである当社

のリードは世界30ヶ国以上に輸出されています。⾐類・
⾃動⾞部品・電⼦基板材料等の⽣産に使われています。
またスイス製医療関連資材向け測定機器を販売してい
ます。
Q&A
■社員の男⼥⽐率はどれくらい？ ……… 男性7割、⼥性3割
■時差出勤はありますか？ ………………

はい

いいえ

■社宅・家賃補助はありますか？ ………

はい

いいえ

働きやすい
便利な制度
職場⾒学
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職業体験

リモートワーク バリアフリー

社宅・家賃補助

地域マネジメント株式会社
〒929-1717 ⽯川県⿅島郡中能登町良川と部７７番地１
https://www.chiikimm.jp/
業種・事業
企業PR

一級建築士事務所、宅地建物取引業、
測量業
地元に愛着を持っている社員が地域住⺠

の⽅々や⾃治体・地元企業と協働し、地域の資源・資産
を管理・活⽤し、豊かで安⼼な⽣活が出来る地域を築く
仕事をしています。
Q&A
■社員の男⼥⽐率はどれくらい？ ……… 男性7割、⼥性3割
■時差出勤はありますか？ ………………

はい

いいえ

■社宅・家賃補助はありますか？ ………

はい

いいえ

働きやすい
便利な制度
職場⾒学

職業体験

リモートワーク バリアフリー

社宅・家賃補助

各企業の掲載情報は2021年3月現在のデータです。企業掲載順はアイウエオ順です。
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株式会社 地域みらい
〒929-1717 ⽯川県⿅島郡中能登町良川へ部３２番地
https://www.chiiki.co.jp/

業種・事業
企業PR

測量業、建設コンサルタント業、
補償コンサルタント業
昭和４７年創業の建設コンサルタントとし

て社会基盤整備に貢献し、三次元計測やドローンによる
映像・写真撮影、ＶＲ・ＡＲコンテンツ制作などの先駆的
な技術に取り組んでいます。弊社は安全で豊かな地域社
会を創造します｡
Q&A
■社員の男⼥⽐率はどれくらい？ ……… 男性7割、⼥性3割
■時差出勤はありますか？ ………………

はい

いいえ

■いしかわ移住⽀援⾦対象法⼈ですか？…

はい

いいえ

働きやすい
便利な制度
職場⾒学
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株式会社 塗装館エス・エス 中能登工場

業種・事業

〒929-1606 ⽯川県⿅島郡中能登町上後⼭と10番地（本社／⾦沢市）
http://www.tosokan.jp

企業PR

職業体験

リモートワーク バリアフリー

社宅・家賃補助

オリジナル壁紙・インテリア雑貨
製品製造
地場産業の織物を活⽤した商品づくりを

⾏っています。インクジェットプリンターで印刷できる⽩布
の製造、お客様のオリジナルデザインをプリントしたアート
パネル・カーテン・御朱印帳などをイベント会社・ホテル・
ショップ等さまざまな業種に納品・販売しております。
Q&A
■社員の男⼥⽐率はどれくらい？ ……… 男性3割、⼥性7割
■時差出勤はありますか？ ………………

はい

いいえ

■社宅・家賃補助はありますか？ ………

はい

いいえ

※時差出勤は部署によってあります。またパートさんも色々対応
しています。勤務条件は、本人と相談の上対応しています。

働きやすい
便利な制度
職場⾒学
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能登テック株式会社【リンナイグループ】
〒929-1633 ⽯川県⿅島郡中能登町藤井ム部２番地
https://www.nt-k.co.jp/

業種・事業
企業PR

職業体験

リモートワーク バリアフリー

社宅・家賃補助

製造業/ガス給湯器用リモコンの製造、
樹脂（プラスチック）成形加工、他
ガス機 器 国 内シェアN o . 1のリンナイグ

ループです。給湯機器や厨房機器向けの製造を⾏い、多
彩な加⼯技術での⼀貫⽣産を強みとしています。
イベントやクラブ活動、社内⾷堂等の福利厚⽣⾯も充実
しています。
Q&A
■社員の男⼥⽐率はどれくらい？ ……… 男性5割、⼥性5割
■時差出勤はありますか？ ………………

はい

いいえ

■社宅・家賃補助はありますか？ ………

はい

いいえ

※社宅がない代わりに、通勤距離片道50km以上を対象に
25,000円/月の宿舎手当があります。

働きやすい
便利な制度
職場⾒学
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各企業の掲載情報は2021年3月現在のデータです。企業掲載順はアイウエオ順です。

職業体験

リモートワーク バリアフリー

社宅・家賃補助
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株式会社バイテックファーム七尾 中能登工場
〒929-1706 ⽯川県⿅島郡中能登町瀬⼾に部３２番地１（本社／七尾市）
https://delicioussmile.co.jp/
業種・事業
企業PR

植物工場での葉物野菜生産
植物⼯場で葉物野菜を⽣産しています。

徹底した衛⽣管理のもと、品質第⼀をモットーとし安⼼
安全な野菜を安定供給しています。多様な⼈材が活躍し
ており、⼀⼈⼀⼈が創意⼯夫をしながら働く環境があり
ます。
Q&A
■社員の男⼥⽐率はどれくらい？ ……… 男性4割、⼥性6割
■時差出勤はありますか？ ………………

はい

いいえ

■社宅・家賃補助はありますか？ ………

はい

いいえ

働きやすい
便利な制度
職場⾒学
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職業体験

リモートワーク バリアフリー

社宅・家賃補助

株式会社 林組
〒929-1602 ⽯川県⿅島郡中能登町能登部上リ部１２３番地
hayashi@rokusei-hayashigumi.co.jp

業種・事業
企業PR

建設業（土木工事）
創業…昭和２８年１０⽉（６７年）

地元地域の皆様に信頼される会社。
⽉給制、賞与あり、退職⾦制度あり。
休⽇…年間カレンダーあり。
（令 和3 年度休⽇年間10 0
⽇）
Q&A
■社員の男⼥⽐率はどれくらい？ ……… 男性8割、⼥性2割
■時差出勤はありますか？ ………………

はい

いいえ

■社宅・家賃補助はありますか？ ………

はい

いいえ

働きやすい
便利な制度
職場⾒学
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肥田電器株式会社
〒929-1703 ⽯川県⿅島郡中能登町春⽊ラ部５５番地
https://www.hidadenki.co.jp

業種・事業
企業PR

職業体験

リモートワーク バリアフリー

社宅・家賃補助

プラスチック製品製造業
⾃動⾞ 、家電 、OA 機 器 、住宅関 連など、

プラスチックは⼈の暮らしやビジネスシーンで幅広い可能
性を有しています。プラスチックのさらなる可能性に挑戦
し、幅広い事業展開で時代のニーズに応えます。
Q&A
■社員の男⼥⽐率はどれくらい？ ……… 男性7割、⼥性3割
■時差出勤はありますか？ ………………

はい

いいえ

■社宅・家賃補助はありますか？ ………

はい

いいえ

※家賃補助：自宅等より通勤が90分又は、70km以上要する場合に
社宅もしくは借上物件の提供あり（最長8年）

働きやすい
便利な制度
職場⾒学

職業体験

リモートワーク バリアフリー

社宅・家賃補助

各企業の掲載情報は2021年3月現在のデータです。企業掲載順はアイウエオ順です。
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丸井織物株式会社
〒929-1801 ⽯川県⿅島郡中能登町久乃⽊井部15番地
https://www.maruig.co.jp/

業種・事業

合繊織物製造業（テキスタイル開発・製造）

合繊織物⽣産量全国トップシェア！年間地
球約2周分を⽣産。当社で開発・⽣産された織物は有名ブラ
ンドや世界で活躍するアスリートユニフォームにも採⽤。髪の
⽑の1/9の太さの⽷から織物を⽣産する技術⼒も⾃慢です。
企業PR

Q&A
■社員の男⼥⽐率はどれくらい？ ……… 男性6割、⼥性4割
■時差出勤はありますか？ ………………

はい

いいえ

■社宅・家賃補助はありますか？ ………

はい

いいえ

※社宅・家賃補助の対象：新卒の大卒以上で遠隔地出身者に限る。結婚または29歳3月まで。
補助額：月40,000円+水道光熱費基本使用料。＝自己負担額は1LDK以上
の物件で40,000〜55,000円程度（1K…15,000〜25,000円程度）
※職場見学…………現状採用拡大はしていないため、別途ご相談下さい。
※職業体験…………体験できる期間につきましては、弊社HPで開示します。

働きやすい
便利な制度
職場⾒学

17

職業体験

リモートワーク バリアフリー

社宅・家賃補助

㈲森本金網製作所
〒929-1635 ⽯川県⿅島郡中能登町⾼畠ウ部１５４番地
https://morimotokanaami.com

業種・事業
企業PR

金網製造業
（フィルター用途・スクリーン用途）
産業⽤⾦網資材として主にフィルター⽤

途の反物を製造。１本の⾦属線の細さは髪の⽑の半分の
以下です。⽇本の中でも数社しか製造できない技術であ
らゆる分野に脇役として活躍しています。会社内はアット
ホームでチームワークを重要としています。
Q&A
■社員の男⼥⽐率はどれくらい？ ……… 男性6割、⼥性4割
■時差出勤はありますか？ ………………

はい

いいえ

■社宅・家賃補助はありますか？ ………

はい

いいえ

働きやすい
便利な制度
職場⾒学
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山中産業株式会社（能登工場）
〒929-1716 ⽯川県⿅島郡中能登町⿊⽒六88番地
http://www.yamanaka-sangyo.jp/

職業体験

リモートワーク バリアフリー

社宅・家賃補助

業種・事業

飲料用フィルターとラッピング資材の
企画・製造

企業PR

植物由来のポリ乳酸を素材とした⽣分解

される飲料⽤メッシュフィルターなど、⾰新的な製品で飲
料⽤フィルター市場を切り拓いています。世界中のお茶、
コーヒー等、飲料関係企業で採⽤されています。
Q&A
■社員の男⼥⽐率はどれくらい？ ……… 男性7割、⼥性3割
■時差出勤はありますか？ ………………

はい

いいえ

■社宅・家賃補助はありますか？ ………

はい

いいえ

※交代勤務あり、夜勤あり

働きやすい
便利な制度
職場⾒学

07

各企業の掲載情報は2021年3月現在のデータです。企業掲載順はアイウエオ順です。

職業体験

リモートワーク バリアフリー

社宅・家賃補助

中能登町移住促進協力事業者マップ
Let's move to Nakanoto Town
A

B

C

D

E

⾄七尾市

1

1

06 株式会社ジェイ・テキスタイル

JR徳田駅

2

13 株式会社バイテックファーム七尾
252

保

肥田電器株式会社 15
保

16 丸井織物株式会社
2

2

⿃屋⼩学校 ⽂

中能登町役場 総務庁舎

株式会社ヤマモト自工 18
01 青木織布株式会社
10
株式会社 地域みらい

159

03 鹿島興亜電工株式会社

JR能登二宮駅

保

保

地域マネジメント株式会社 09 08 高山リード株式会社
11 株式会社 塗装館エス・エス
中能登工場

18 山中産業株式会社
（能登工場）

JR良川駅

3

3
⽂

中能登中学校

251

⿅⻄⾼校

●

2

⿅⻄⼩学校
⽂
⽂

中能登町役場
⾏政サービス庁舎
4

あんがとう農園 02

ラピア⿅島
道の駅
織姫の⾥
なかのと

14 株式会社 林組
07 株式会社 杉本工務店

244

JR能登部駅

⽂

⿅島⼩学校

159
4

保

保

18

12 能登テック株式会社【リンナイグループ】

325

5

5

05 コマツ石川株式会社 中能登支店
17 ㈲森本金網製作所
04 壁屋建設株式会社

159

■⾃動⾞をご利⽤の場合
●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
●能 越 ⾃ 動 ⾞ 道 七 尾 氷 ⾒ 道 路 [ 七 尾ＩＣ] → 中能登町…約 10 分

234

■電⾞をご利⽤の場合

6

304

⽯川県⽴⿅島少年⾃然の家

●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
❖JR ⾦ 沢 駅 → ＜七

尾

6

線＞ → 良川駅…約1時間

⾄⽻咋市
A

B

C

D

E
08

子育てに関する支援制度を活用
子育て支援

その他、子育てに関する様々な補助金

出産祝金を交付します！

小学校入学祝金を給付

中能登町では出⽣率の向上、安⼼して⼦育てができる環境づくりを⽬指して
出産祝⾦を交付しています。出⽣届を提出される際に、出産祝⾦交付申請書
の提出もお願いします。
詳しくは中能登町のホームページをご覧ください。

⼩学校⼊学の児童保護者に対し、保護者をねぎらうとともに、児童の福祉向上を図る
ため、⼊学祝⾦を交付しています。1⽉中に対象となる⽅へ申請書類をお渡しします。

中能登町 出産祝⾦交付制度

第1⼦
10万円

第2⼦
20万円

ひとり親家庭を対象に保護者及びお子さんの医療費助成

検索

第3⼦
30万円

第4⼦
40万円

第5⼦以降
50万円

⼦ども医療費受給資格者証をお使いください。
詳しくは中能登町のホームページをご覧ください。
中能登町 ひとり親家庭等医療費助成制度

検索

第２子以降のお子さん保育料無料！

ひとり親家庭を対象に入学卒業支度金を交付

町内在住者で町内保育園にお⼦さんを⼊園させる場合、第３⼦以降は完全
無料、第２⼦は条件により無料となります。

ひとり親家庭等児童⼊学卒業⽀度⾦とは、
ひとり親家庭等の⺟もしくは⽗⼜は養育
者に対して、
対象児童が⼩・中学校⼊学、
中学校を卒業する時に、
各1万円が⽀給さ
れます。
詳しくは中能登町のホームページをご覧ください。

第２子以降のお子さん給食費無料！

中能登町 ひとり親家庭等児童⼊学卒業⽀度⾦

町内在住者で１８歳までのお⼦さんを２⼈以上扶養し
ている⽅を対象に第２⼦以降の給⾷費を助成します。

検索

チャイルドシート助成、小中学校の通学費全額無料
コミュニティバス無料（中学生まで）
通学用ヘルメット全額助成（中学生自転車用）

18歳までのお子さんの医療費を助成！
町内に住所のある１８歳までのお⼦さんの医療費⼀
部負担⾦（保険診療分）
を助成します。

※補助⾦には要件があります。
詳しくは中能登町のホームページをご覧ください。

定住に関する支援制度を活用
中能登町空き家バンク

定住支援

中能登町のホームページ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。

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！

中能登町空き家バンクのサイトをチェック！

町内に⼀⼾建て住宅を新築・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。

中能登町

空き家バンク

検索

中能登町

さらに空き家バンクで取引が成立すると…

定住促進奨励⾦

検索

■定住促進奨励金とは
中能登町に住宅を取得し定住する⽅を対象に、町内への定住を促進し地域
の活性化を図ることを⽬的に、
奨励⾦を交付します。

家財道具の処分費、最大15万円の助成金を交付！

■対象者

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。

転⼊者で転⼊前⼜は転⼊後1年以内に中能登町内に住宅を取得し⼊居した
⽅、若しくは、在住者で中能登町内に住宅を取得し⼊居した⽅。

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、⼀⼾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。

※在住者で既存の世帯から独⽴を⽬的としない、単に転居及び建替え等のために住宅を
取得した⽅は除きます。
ただし、賃貸住宅からの転居については、対象となります。
●「転⼊者」
とは…町外出⾝者で中能登町に転⼊した⽅。
町内出⾝者で町外に転出し、
転出期間が2年を超えて再転⼊した⽅。
●「在住者」
とは…町内出⾝者で中能登町に在住している⽅。
町内出⾝者で町外に転出し、
転出期間が2年以下で再転⼊した⽅。
中能登町に転⼊し1年以上経過した⽅。
●「住宅の取得」
とは…住宅の新築⼜は新築住宅の購⼊。
中古住宅の購⼊
※相続による取得、
贈与による取得⼜は対価を伴わない取得は含めないものとします。

移住関連の行政相談窓口
いざというとき 防災・地震・津波
届出・証明
税⾦

保険・年⾦
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総務課

Tel.0767-74-1234

住⺠票、
⼾籍、
印鑑登録

住⺠窓⼝課

Tel.0767-72-3131

町税、
納付

税務課

Tel.0767-72-3136

国⺠健康保険・後期⾼齢者医療保険

健康保険課

Tel.0767-72-3129

国⺠年⾦

健康保険課

Tel.0767-72-3129

介護保険

⻑寿福祉課

Tel.0767-72-3133

健康・福祉
教育

⽣活

障がい者福祉

⻑寿福祉課

Tel.0767-72-3135

児童福祉（⼿当、保育園など）、健診

健康保険課

Tel.0767-72-3134

教育
（転⼊、
就学援助など）

学校教育課

Tel.0767-76-2808

ごみ

⽣活環境課

Tel.0767-72-3927

上⽔道、
下⽔道

⽣活環境課

Tel.0767-72-3925

ケーブルテレビ、
インターネット

情報推進課

Tel.0767-76-2437

移住前に移住体験プログラムを活用しませんか
か
お問い合わせ・ご希望の方は中能登町企画課までご連絡ください。

ワーケーション編（5種類から選べます。）

生活者編

宿泊先は町内宿泊施設、食事は基本的に各自自炊となります。

自然豊かな環境で「中能登町の住民」になったつもりで、色
んな体験をしてみませんか？

①畳で大の字しながら仕事
畳で大の字になれる、
おばあちゃんの家のような環境でのワーケーション
体験です。和室が数部屋あり、
少人数チームとしてのミーティングにも。
ワーケーション施設・宿泊先

織姫の宿くつろぎ 石川県鹿島郡中能登町末坂部70ｰ1

②大人の隠れ家で仕事効率UP

check

施設を見る！

check

企業を見る！

町内施設やスポットをご案内

check

check

職場体験！

食文化！

地元の企業を見てみよう

農家民宿「喜屋（よろこびや）」の敷地内に、内装を仕事用にリノベー
ションした大人の隠れ家とも呼べる納屋でのワーケーション体験です。

国 指 定 史 跡の雨の宮 古 墳 群 、不 動

地元企業情報を収集して、興味を持った

喜屋（よろこびや）石川県鹿島郡中能登町高畠ム部49番地

滝、碁石ヶ峰県立自然公園や眉丈山

企業を見てみませんか。移住後の仕事に

など豊かな自然に恵まれた町です。

協力してくれる企業を紹介しております。

ワーケーション施設・宿泊先

③サテライト・オフィスで異業種交流
国登録有形文化財「旧丹後邸」
でのワーケーション体験です。和室が４部
屋あり、
４企業や4グループがサテライト・オフィスとして利用可能です。
ワーケーション施設

古民家 旧丹後邸

石川県鹿島郡中能登町能登部上ヘ12

④社務所で「ワクわーく」

職場体験をしてみよう

地元食材を食べてみよう

町内企業と連携した移住促進事業を

中能登町はどぶろく特区に認定されて

行っており、移住希望者への職場見学

います。地 元のかぶら寿 司やお味 噌を

やマッチングを行っております。

使った発酵食を使って作ってみましょう。

能登國二ノ宮 天日陰比咩神社でのワーケーション体験です。大木の息
吹や鼓動を感じる社務所でワクワクしながらお仕事をしてみませんか？
あめひかげ ひめ

ワーケーション施設 能登國二ノ宮

天日陰比咩神社 石川県鹿島郡中能登町二宮子甲8

⑤ワークシェア in 旧丹後邸
国登録有形文化財「旧丹後邸」の離れ部屋でのワーケーション体験です。
和室が2部屋あり、
ワークシェア・リビングで新たな出会いも期待できそうです。
ワーケーション施設

古民家 旧丹後邸

石川県鹿島郡中能登町能登部上ヘ12

碁石ヶ峰県立自然公園

雨の宮能登王墓の館

町指定名勝 不動滝

民宿希望編

農家希望編

「中能登町での民宿」を体験します。とても優しい名物女将
に習って、ちょっとだけ女将になってみませんか？

自然豊かな環境で中能登町での「農家」を体験します。実
際に農家の声を聞けたり、販売店の訪問もできます。

check

施設を見る！

check

民宿おかみ体験

町内施設やスポットをご案内

check

食材のお店

check

郷土料理

民宿おかみ体験ができます

check

施設を見る！

check

販売店訪問！

町内施設やスポットをご案内

check

農業体験！

check

食文化！

農家や野菜販売店の訪問

国指定史跡の雨の宮古墳群、不動

地元の名物女将の指導のもとで接客マ

国指定史跡の雨の宮古墳群、不動

農家（農協）
や、野菜を販売しているお店

滝 、碁 石ヶ峰 県 立自然 公 園や眉 丈

ナーや料理のお手伝い、配膳などをして

滝 、碁 石ヶ峰 県 立自然 公 園や眉丈

を訪問します。就農者やお店の方の生の

山など豊かな自然に恵まれた町です。

みませんか？とても勉強になりますよ！

山など豊かな自然に恵まれた町です。

声が聞くことができます。

食材ショッピング体験

郷土料理を作ってみよう

地元の食材を取り扱っているお店を

名物女将と一緒に郷土料理を作りましょ

ぐるりと回ります。初めて見る野菜や
調味料など、
ワクワクできます。

おり姫の宿くつろぎ

農業を実際に体験してみよう

地元食材を食べてみよう

「普段は都会にいるから、
農業を見たこ

中能登町はどぶろく特区に認定されて

う。地元の野菜や発酵食、お米を使って、

とがない」
という方や、農業を勉強した

います。地 元のかぶら寿 司やお味 噌を

伝統レシピを再現してみませんか？

い方にピッタリの体験コーナーです。

使った発酵食を使って作ってみましょう。

農家民宿 喜屋（よろこびや）

どぶろく

県外からの就農者もたくさん。
「道の駅 織姫の里なかのと」
には旬の野菜がたくさん販売されてます。

宿泊・自炊・交通費・アメニティについて
●中能登町までの交通費、⾃炊による材料代、飲⾷代、買い物代などは各⾃で負担をお願いします。
●寝具は宿泊施設にございます。⾐類・バスタオル・⻭ブラシ・シャンプー・⽯鹸・カミソリなどはご⽤意ください。

ご用意
ください
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中能登町移住促進協力事業者

中能登町移住定住促進協議会（企画課内）
Tel.0767-74-2806
〒929-1792 石川県鹿島郡中能登町末坂9部46番地
https://www.town.nakanoto.ishikawa.jp

