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にかほ市とは?!

鳥海山と日本海に抱かれたまち
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家族3人のにかほ暮らしで
笑顔が増えた

木村 隆徳さん
2018年移住

家族３人で千葉県で暮らしていたが、保育園の待機児童問題をきっかけに子育
て制度が充実しているにかほ市へ移住。望さんの実家で、娘の望夢ちゃんと家族
仲良く暮らしている。

KIMURA TAKANORI ・ NOZOMI

Trigger ～
きっかけ～

妻・望さん ： 私は茨城県の大学に進学し、そこで夫と出会
い、卒業後に結婚。東京都で経理の仕事に就職し、夫も都

内に就職したので、千葉県にマンションを借りて暮らしてい

ました。通勤に時間はかかりましたが、それほど不自由のな

い生活でしたね。

　結婚7年目にして子供を授かり、保育園に預けて仕事を

続けようと思っていましたが、そこで待機児童問題にぶつ

かったんです。千葉県が日本一待機児童を抱えていた時期

で、住んでいる市では空いている保育園がまったく見つか

らず、隣の市や町に行ったり市役所に相談に行ったり。仕

事を辞めると生活が大変になるのはわかっていましたが、

辞めざるを得ない状況になってしまって。

　そこで、私の実家があるにかほ市に戻って子育てをしよう

と決断しました。保育園にも困らないし、遊ぶ環境や子育て

制度も充実しているのが決め手にもなりました。

夫・隆徳さん : 妻の実家ですし、子育てをするには不自由
のないにかほ市への移住には私も賛成でした。ただ、妻と

子どもは秋田に、私は茨城の実家に戻って仕事を続けるこ

とにしたんです。当時、娘は1歳半頃でした。かわいい盛りで

すよね。離れるのが、もう辛くて辛くて。お盆や年末年始、

ゴールデンウィークなどまとまった休みの日は秋田に来てい

ましたが、その期間しか会えませんでした。

　娘が小学生になるまでには、一緒に暮らしたいという想い

が強くあったので、常に移住を考えていました。都内で開か

れていたにかほ市の移住セミナーを受けに行ったり、転職

情報などを積極的に集めたり。おかげで昨年、娘の小学校

入学ギリギリでにかほ市へ移住することができました。

にかほ市で子育てをしよう！

Working ～仕
事～

夫・隆徳さん：都内で働いていた頃はサービスエンジニア
だったんです。資格取得にも励んで熱心に仕事をしていま

したね。ところが、にかほ市ではその仕事がありませんでし

た。一から介護を学び、今は介護職員として働いています。

不安はもちろんありましたが、これからますます高齢化社会

が進む秋田県では必要とされる職業なので、やりがいを感

じています。高齢の方が話す言葉がわからないことも多 あ々

りますが、周りのスタッフの方がサポートしてくれるので助

かっています。あとは笑顔でなんとか。

　仕事も見つかってホッとしています。何よりも家族で生活

できていることに今はとても幸せを感じています。

妻・望さん：私にとってにかほ市は、地元なので、慣れた土
地での子育ては安心そのものです。両親のサポートはもち

ろんのこと、近所の人も「おはよう」「おかえり」と声を掛けて

気にしてくれるし、知っている人の目がたくさんあると子ども

を外で安心して遊ばせることができます。のびのびと育ち過

ぎて野生児のようですが…。

　そして、娘は大のお父さん好きなので、夫が休みの日は、

夫と娘の2人でデートするのが定番です。お父さんも秋田に

来てくれたことが、娘にとって一番よかったことだと思いま

す。

周りのサポートのおかげで、仕事も子育ても安心

Favorite
～お気に

入り～

　にかほ市のいいところは「人」です。人の温かさをとにかく

感じます。みんなに助けてもらって仕事も子育てもできてい

ます。都会だと隣に住む方に迷惑をかけてはいけないと、肩

身の狭い思いをして子育てをしなければならなかったと思

います。多少うるさくしても笑って許してくれるご近所さん

や、周りの人のサポートがなければ、ここまでのびのびとした

子育てはできなかったと思います。

　それに、にかほ市は子どもの医療費が無料なんです。そ

れは親にとってすごくありがたいことですよね。具合が悪け

れば、お金のことを気にせず病院に連れていけるのがとても

助かります。

　そして何よりわが家の場合、家族が一緒に暮らすことに

なって、笑顔が増えたことが大きな喜びです。娘はだんだん

大きくなるにつれ、お父さんと会うたびに別れをとても嫌が

り、毎回象潟駅が大惨事になるくらい大泣きでした。それを

考えると、家族が離れ離れに暮らすより、移住をしてよかっ

たと心から思います。

「人」の温かさがあふれるまち

よく遊びに来る「にかほっと」の足湯が気持ちいい！ 道の駅象潟の展望台から景色を眺める仲良し親子

一家

こちらのインタビューは
動画でもご覧頂けます

にかほ市
移住定住促進
PRムービー

0605



人と自然に包まれた
ここで農業がしたい

佐藤 まりえさん夫婦
2017年移住

秋田県にかほ市出身。大学入学を機に実家を離れるが、
祖父の死をきっかけに実家の農業を継ぐことを決意。
現在は、夫と両親と共に実家暮らし。兼業農家を営む
他、ヨガ講師として指導にあたっている。

SATO MARIE

Trigger ～
きっかけ～

　高校から陸上部に入り、円盤投げをしていました。イン

ターハイ、国体にも出場し大学は推薦で千葉の大学に入

学。大学生活はあっという間でしたが充実していました。そ

の後、東京や千葉で仕事をし、首都圏での生活にある程度

満足感もありましたね。

　大学在学中に、ケガの治療のために部活を休まなけれ

ばならない期間があり、その間のトレーニングとして出会っ

たのがヨガです。国際ヨガ協会というところで指導を受けた

のですが、指導方法や段階的に何年もかけて資格を取得

する制度が私には合っていて、受講生から指導者へと進ん

でいきました。

　ヨガ講師として市民講座で指導をするようになった頃、

祖父が突然亡くなって。ショックもありましたが、父は会社

勤めでしたし、母も体調を悪くしていたので、祖父がやって

いた農業を継ぐのは私しかいない、とすぐに使命感のような

ものを感じ移住を決断しました。

　当時、夫とはお付き合いをしていたのでお互い離れ離れ

になるのも辛かったのですが、まずは帰って農業をしたいと

いう想いがむくむくと湧き上がってきました。その後、夫も秋

田に来ることになり、結婚してふたりで「農業」をしていこう！

という結論にいたりました。

　私たちが住んでいる三森地区は、入り組んだ場所にある

ので、農作業用の大型機械が入って行きにくい、塩害を免

れないという課題もあって、「農業をするのは大変だ」「野菜

は育たない」という声もありました。「でも工夫次第でできる

かもしれない！」という前向きな思いがあり、夫とふたりで畑

を耕し、自家消費用の野菜を植え始めました。

二人で農業を継ぐ！と決断して移住

Working ～仕
事～

　私は地元の鉄工会社で事務の仕事をしていますが、夫

は秋田県が行っている「未来農業のフロンティア育成研

修」という農業研修を受けています。新規就農や、新たな

農業の種類を始めたい方に必要な農業技術を身につけ

る研修制度です。2年間、びっしりと学べるので、初めて農

業をする方には嬉しい制度です。

　そこで学んだことを生かしながら、帰宅後や土日の限ら

れた時間を有効に活用して、私と一緒に父の農作業を手

伝っています。夫も農業は初めてですが、元 も々のづくりが

好きだったこともあって、「農業は楽しい」と言っています。

研修を終えて一人前になり、祖父がやっていた米だけで

なく、野菜など様々な作物の栽培に取り組みたいと思って

いるようです。

　兼業農家をしながらの忙しい日々ですが、毎週水曜日の

夜は、依頼を受けて市内の公共施設でヨガ講師をしてい

ます。ヨガを始めてから腰痛がなくなった、股関節が柔ら

かくなったという方もいて、講師としての時間にも充実感

を感じています。秋田県は、健康寿命日本一を掲げていま

すが、「秋田の健康をにかほから」を目標にこれからもヨガ

の普及に努めていきたいです。

仕事も農家もヨガも。毎日が充実

Favorite
～お気に

入り～

　農業をやるにしても、ヨガをやるにしても頑張っている姿

をみていてくれて、自然と協力者が増えていくところが田舎

のいいところ。おせっかいじゃないか、というくらい人との距

離が近いのですが、広く浅い都会の人間関係とは違って、

ここでのコミュニティは広くて深い。まさに「愛すべきコミュニ

ティ」なんです。その支えはとても心強いです。

　また、将来は子どもが欲しいと思っていますが、都会での

子育ては考えられないというのが、移住のきっかけでもあり

ました。子ども達が野原を駆け回ったり、作物が育つ様子や

収穫を通して、学ぶことがたくさんあるはずです。そして、鳥

海山を始めとした山々があり、川があり、海があり、星がきら

めくこの環境の中で、子どもを育てたいです。私、ここから見

る日本海に沈む夕日が好きなんです。

　両親も口には出しませんが私たちの移住を喜んでくれて

いるみたいなので、ようやく親孝行のスタートラインに立て

たかな、と思っているところです。

広くて深い「愛すべきコミュニティ」

父の農作業を手伝う夫

ヨガ講師として活動中のまりえさん。飾らない指導に定評がある

田んぼを開墾した畑

こちらのインタビューは
動画でもご覧頂けます

にかほ市
移住定住促進
PRムービー

0807



憧れの漁師として
この港の一員に
藤岡 亜津史さん
2016年移住

秋田県美郷町出身。群馬県からAターンした後、漁師を志すことに。金浦港
に所属する第五栄徳丸の乗組員として就職したことをきっかけに、にかほ
市へ移住。海に向き合い、充実した日々を送っている。

FUJIOKA  ATSUSHI

Trigger ～
きっかけ～

　秋田県美郷町の出身で、地元の工業高校を卒業した

後、一度群馬県で就職しました。

　秋田に戻ってきてこれから何をやりたいかを考えていた

のですが、祖父が遠洋漁業をしていたことから漁師という職

業に興味が出てきました。八峰町で行われた漁業体験会に

参加して実際にやってみたら、「漁師になる」って気持ちが

固まって、秋田県庁と水産振興センターに相談したんです。

そうしたら、漁業に就きたい人をベテラン漁師が指導してく

れる「秋田の漁業担い手育成支援事業」という県の研修制

度を勧められました。自分の希望に合わせて研修先を探し

てもらった結果、紹介されたのがにかほ市の金浦港にある

底引き網漁船「第五栄徳丸」でした。

　すぐに親方と金浦漁協の方に面談してもらい、その次の

日には船に乗せてもらえることになったんです。指導してもら

いながら少しずつ仕事を覚えて、翌月にはにかほ市へ引越

しをし、その次の月には、正式に乗組員として雇用してもらえ

ることになりました。

漁師になりたい。その一心で移住を決意

Working ～仕
事～

　朝早く起きて夕方くらいまでかかる仕事なので、体力的

にキツい時もありますが、休みもきちんと取れます。ハタハタ

の収穫時期は忙しいですが、獲れる量が増える分、やりが

いもありますね。

　漁師って、ちょっと怖いイメージありませんか？私もそう

思っていたんですけど、実際に漁師の中に入ってみたら、皆

本当に気軽に話しかけてくれるし、色々教えてくれる。こっち

に来るまで友だちも漁師の知り合いは1人もいない状態で

したが、みんなフレンドリーに接してくれるので、気負わずに

入っていけました。江戸時代から続く掛魚（かけよ）祭りなど

の地区のお祭りに参加させてもらったことも大きかったかも

しれません。

　ただ、言葉だけは結構苦労しましたね。地元とは方言も

違うし、漁師ことばもあるので最初は本当に全然分からな

かったけれど、世間話をしたりする中で少しずつ覚えていき

ました。

　自分はまだまだ日々 勉強中です。漁師って毎日やる仕事も

あれば、例えば縄の交換など数年に一度だけ必要な仕事

もあるので、他の船の仕事も手伝ったりしながら、学ばせて

もらっています。漁師になって3年目。自分がここに来た後に

港に入ってきた若い人もいます。まだまだ教えられるような

立場じゃないし、一人前と言えるようになるには時間がかか

りますが、憧れていた職業に就けて満足していますし、この

仕事をこの先も続けていきたいです。

港の仲間と共に経験を積む日々

Favorite
～お気に

入り～

　漁師としての仕事が決まって、ここで暮らすと決めた時に

冬の降雪量が不安でしたが、秋田の内陸にある地元の美

郷町と比べると、にかほ市は雪がそれほど積もらないので安

心しました。買い物をできる場所が限られてはいますが、自

然も多いし、不便さは全く気になりません。

　にかほ市はオープンな気持ちで接してくれる人が多いの

で、以前より自分も壁を取り払って話ができていると感じて

います。人間関係では困らない場所だと思いますね。親方

にも家に招いてもらったり、一緒にお酒を飲ませてもらったり

しますし、自分の船以外でも金浦港の同じ年代の人たちと

仲良くさせてもらっています。今では、この港のコミュニティ

の一員としてここにいると感じています。

　あと、ここ金浦はアワビや岩ガキなどの潜水漁業も盛んな

のですが、これが本当に楽しくて、仕事だというのを忘れて

しまうくらいです。船の上で食べる魚も最高だし、漁業に携

わっているからこその特権を味わうことができます。

　こっちに来てか

ら、鳥海山を眺め

ることが多くなり

ました。地元の校

歌にも入っていた

けど、正直あんま

り思い入れがない山でした。でも、にかほ市で見るとその雄

大さが全然違う。今は、船から見る鳥海山が気に入ってい

ます。

船から眺める雄大な鳥海山

実践を何度も重ねて漁師としての技術を習得 収穫量が多い時は大変。でもその分やりがいも

漁のために10時間以上
海に出ていることも

こちらのインタビューは
動画でもご覧頂けます

にかほ市
移住定住促進
PRムービー

1009
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公営住宅空き家情報バンク

【利用の流れ】

空
き
家
所
有
者

空
き
家
情
報

バ
ン
ク（
市
）

空
き
家
利
用
希
望
者

①空き家登録相談

③空き家登録申込

⑦物件所有者へ連絡

⑤情報提供

④空き家利用希望申込

⑥購入・賃貸希望

連
携

不動産業者
（宅建業者）

②媒介（仲介）契約

⑧交渉契約
⑧交渉契約

住まいに関する
助成制度は

こちらのHPから ▼

市内の空き家情報をホームページ等で
公開しています。

集合型の市営住宅が300戸、戸建型の特定住
宅が16戸あります。一部の市営住宅はメゾ
ネット式となっていて小さなお子様がいる世
帯におすすめです。

通常の集合住宅とは違い住宅の
内部に階段があり、2階にも部屋
があります。

木造平屋の3LDKタイプと木造2
階の4LDKタイプがありますの
で、家族が多い方でも安心です。

ホームページは
 こちらから ▼

建設課　TEL.0184-38-4307

にかほ市に 住む

戸建住宅 賃貸住宅
田舎に住むならやっぱり一軒家！

集合住宅から一軒家まで

（出典）総務省統計局
「平成30年住宅・土地統計調査」

単身・少人数世帯におすすめの賃貸物件も充実！

定住奨励金
●秋田県外から移住し、住宅を取得した方 交付対象者

交付金額

+ 家族１人につき 合計

●秋田県内の市町村から移住し、住宅を取得した方

●定住奨励金交付者を対象に、取得した住宅等に係る
固定資産税額相当額を３年間交付
●定住奨励金交付世帯を対象に、市内の温泉・入浴施設(5施設)の
日帰り入浴料金が１年間無料になる温泉無料パスポートを、家族全員分交付

空き家購入奨励金
交付対象者

補助金額

家賃補助金

戸建て（特定住宅）メゾネット式登録物件例

交付

+

さらに+

家族１人につき１０万円2０万円

１０万円7０万円

合計

最大 5０万円を交付 助成対象期間

最大 5０万円を交付交付

●にかほ市空き家情報登録制度による利用希望登録者　　
●夫婦のいずれもが40歳未満の世帯又は18歳以下の子供
がいる子育て世帯
●平成３１年４月１日以降に空き家情報バンクに登録されて
いる空き家を取得し、当該空き家について持分割合が２分
の１以上の所有権を有する者

●取得した空き家に住所を有する者

●転入日から起算して過去3年間以上にかほ市外に住所を有していた世帯
●平成31年4月1日以降に転入し、市内の賃貸物件に入居した世帯
●夫婦のいずれもが40歳未満の世帯又は18歳以下の子供がいる子
育て世帯

居住する賃貸物件の家賃から住宅手当など会社等から支給される金額
を除いた金額の１/２以内（月額上限１万円） ※公営住宅は対象外

最大 10０万円を交付

12箇月

おすすめ支援おすすめ支援おすすめ支援おすすめ支援 1111 おすすめ支援おすすめ支援おすすめ支援おすすめ支援2222 おすすめ支援おすすめ支援おすすめ支援おすすめ支援3333
若者夫婦・子育て世帯 若者夫婦・子育て移住世帯

持ち家住宅率 89.4％
[全国 61.2%]
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【その他子育てに関する事業】
●任意予防接種事業
●フッ化物洗口実施事業
●すこやか子だから祝金
●不妊・不育症治療費助成事業
●にこにこ子育て応援事業
●子育てファミリー支援事業
●妊産婦医療費助成事業

にかほ市で 育てる
子どもと子育て世代を応援するまち

inve
出身は宮城県で、結婚してにかほ市へ来ました。初めての子育てです
が、にかほ市は子育てがしやすい環境だと思います。医療費も無料な
ので、気軽に病院に行けるのもいいですね。こちらに来た当初は知り
合いがいなかったのですが、市の行事で知り合ったお母さんと友だち
になり、最近は一緒に遊びに行くようになりました。

01

にかほ市は子育て支援センターのように保育園や幼稚園に
入っていない子どもたちが遊びに行ける場所がたくさんあり
ます。いろいろな面で子育てがしやすいと感じています。セン
ターでは、先生たちが遊んでくれるだけでなく、親の悩みも
聞いてくれるので、とてもありがたいです。

inve02

象潟地域子育て支援センターの「親と子のニコニコクラブ」に入ってい
て、月1回程度イベントに参加しています。ここに来ると、家ではできな
いことを子どもに体験させてあげられるし、普段ふれあえないような方
とも出会わせてあげることができるので、子どもにとって必要な場所だ
と思っています。にぎやかでアットホームな雰囲気で子どもを連れてき
やすいのもうれしいです。

inve 03

実家は横手市で、結婚して夫の実家があるにかほ市へ引っ越
して来ました。子どもが2人いて、子育て支援センターは1人目
の時から利用しています。子育てをしていると、食事のことなど
不安や悩みが次から次へと出てきます。そんな時はここに来て、
分からないことを他のお母さんや先生に聞いてみたりすること
も。自分の気分転換にもなるし、貴重な場所だと感じています。

inve04

子育てに
関する支援は

こちらのHPから ▼

おすすめ支援おすすめ支援おすすめ支援おすすめ支援

おすすめ支援おすすめ支援おすすめ支援おすすめ支援

1111 福祉医療費助成（マル福）

赤ちゃんから高校生までの

保育所・認定こども園の保育料無償

医療費が無料

2222
0歳児から5歳児までの 保育料の完全無償化

子育てに関する保護者の方の
悩みを気軽に相談していただ
ける場所として、子育て支援セ
ンターを設けています。これか
らも様々なニーズに応えられる
よう相談体制やイベント等を充
実させていきたいです。

地域子育て支援センﾀーの担当者から一言

地域子育て支援センﾀーを利用している方に聞きました！

所得制限
なし

所得制限
なし

にかほ市子育て支援課
課長　齋藤 和也 さん

こちらのコンテンツは
動画でもご覧頂けます

にかほ市
移住定住促進
PRムービー
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にかほ市で 育てる

【ボランティア】

❶ 仁賀保地域子育て支援センター（にかほ保育園内）
　  TEL.0184-32-3200

❷ 金浦地域子育て支援センター（勢至保育園内）
　  TEL.0184-38-2291

金浦保健センター TEL.0184-38-4200

❸ 象潟地域子育て支援センター（象潟保健センター内）
　  TEL.0184-43-7501

●子育てサークル「まんまぁる」
●おもちゃボランティア「メルヘン」

待機児童は
ゼロ！！

子育て施設に
関する情報は

こちらのHPから ▼

保育所……………5園
認定こども園……4園

にかほ市の保育機関の数

親子の交流や育児に関する相談・援助、楽しいイベントを
行っています。にかほ市で初めて子育てを行うパパ・ママ
も気軽にご利用できます

地域子育て支援センター

妊娠・出産から子育てまで 　　　切れ目のない支援

保育所・認定こども園

学童保育クラブ

にかほ市ネウボラ「あのね」

金浦保健センター内に「あのね、○○について聞きたいな・相
談したいな」と気軽に訪れて相談できる場所があります。保健
師・助産師・臨床心理士が妊娠期から子育て期までの相談に
応じます。
お母さん・お父さんの健康のこと、妊娠・出産・育児のこと、話を
聞いて欲しい時など、 ぜひお気軽にご利用ください。

●妊娠届時の全員面接と支援プランの作成
●産前のサポート事業
●産後のサポート事業
●子育て相談「あのね」

私たちがサポート

します！

ひとりで悩まず

お気軽にご相談

ください

親子の交流・

育児のサポート

産前・産後の

サポート

共働き世帯も
安心！

広 と々した環境で

のびのび保育

小学生を対象に、放課後や長期の休
み期間中、支援員や友だちと過ごせる
場所が、市内に7か所ありますので、就
労で保護者等が不在の子どもも安心
して放課後を過ごすことができます。 QR
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にかほ市の 教育

教育に
関する支援は

こちらのHPから ▼

学力全国トップクラスの環境で学ぶ学力全国トップクラスの環境で学ぶ

秋田の子どもの学力は
全国トップクラス！

TDK（株）の創設者・齋藤憲三氏の生誕100
年を記念してつくられた科学のミュージアム。
「ふしぎだな」と感じる子どもたちの好奇心を
刺激します。

平成31年度（令和元年度） 「全国学力・学習状況調査」 秋田県
全　国

小学校6年 平均正答率の比較 中学校3年 平均正答率の比較

出典：秋田県「全国学力・学習状況調査結果概要」

国語 算数

100

0
国語 算数 英語

100

0

地域密着型の授業「にかほ地域学」
にかほ市の人・もの・ことについて積極的に関わり、楽しく
学べる学習プログラムです。「歴史・文化」「ジオ学」「最
新科学」「防災教育」を柱とし、地域の魅力を知ることで、
ふるさとへの愛着を深めていきます。

・鳥海山の植物の学習
・竹嶋潟カヌー体験
・豆腐作り体験
・池田修三木版画ワークショップ

【にかほ地域学 授業の一例】※授業内容は学校、学年によって異なります。
・ロボコン教室
・フェライト移動教室
・避難訓練と保護者引渡
・自然災害とともに生きる

ベテラン教師による学習指導
理科、算数・数学、英語教育の充実を図るために、教科指導に卓
越した力のある教育専門監や退職した教員を教育指導員として学

校に配置。また、学校生活
・学習サポート支援員を、
児童生徒数の割合に対し
て多く配置しているので、
困った時はいつでも相談で
きる体制です。さらに、デジ
タル教科書の活用やタブレ
ットの導入なども積極的に
取り組んでいます。

文部科学省で毎年実施される「全国学力・学習状況調
査」では、平成19年度の開始以来、秋田県の子どもたち
が全国上位の成績を維持して、注目を集めています。
秋田県では、応用力を身につける「課題解決型・探求型
授業」や「家庭学習ノート」の活用を推進して、自ら学ぶ
楽しさを引き出しています。にかほ市にも毎年、全国各地
から教員が研修に訪れています。

全国でも20校しか設置されていない、情報に関する基礎・基
本から専門的な分野までを学習する「情報メディア科」が特
徴の高校です。情報産業分野で実践的に活躍できる人材を
育成しています。
【情報メディア科の内容】
① CGデザインコース
3DCGや映像編集など、コンテンツ制作に携わるクリエイ
ターを育成。

② Netシステムコース
ネットワークやプログラミングを学び、ネットワーク技術者
やプログラマーを育成。

全国的にもめずらしい
「情報メディア科」がある仁賀保高校

フ
ェ
ラ
イ
ト
子
ど
も
科
学
館

電子機器開発の歴史を辿る「歴史ゾーン」と
未来の暮らしを体験できる「みらいゾーン」が
楽しめます。また磁場を可視化し体験できる
シアター（制作：チームラボ）は必見です。

T 

D 

K 

歴
史
み
ら
い
館

「おくのほそ道」でにかほ市象潟を訪れた俳聖
・松尾芭蕉ゆかりの資料や、近年全国的に注目
されている木版画家・池田修三の、子どもたち
の情景を中心とした作品が展示されています。

にかほ市金浦出身の南極探検隊長・白瀬矗と
隊員たちが、明治後期に日本人として初めて挑
戦した南極探検の資料を展示する、探検と極地
のミュージアム。オーロラの映像を体感できます。

白
瀬
南
極
探
検
隊
記
念
館

QR

心を育てるミュージアム

象
潟
郷
土
資
料
館

全ての教科において、秋田県の平均正答率が、小学校で3ポイント以上、
中学校で1ポイント以上、全国の平均正答率を上回っています。

仁賀保高校に
関する情報は

こちらのHPから ▼

QR

▼

生徒がデザインしたポスター
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にかほ市の 医療・福祉 にかほ市の イベント・芸術

赤ちゃんからお年寄りまで安心して暮らせるまち 豊かな地域性を活かしたイベントと魅力的な芸術

地域連携の医療システム

充実の福祉サービス

にかほ市では、近隣の由利本荘市にある３つの総合
病院と「地域医療連携」を行っており、夜間・救急時
などに対応しています。日常的な診療や健康管理は、
かかりつけ医のいるにかほ市内の病院・診療所へ。専
門的な検査や手術・入院治療は市外の総合病院へ。
主治医もそれぞれの地域で連携しています 。
また、にかほ市内の医療機関が当番制で対応する休
日当番医がいますので、休日も安心です。

にかほ市には、グランドゴルフ場や温水プール、トレー
ニングルームなど、日々の健康管理に役立つ運動施設
が揃っています。また、70歳以上の方は、月2回、温
泉・入浴施設での無料入浴もできます。福祉施設や在
宅介護サービスが充実しているので、一人暮らしの高
齢者も安心です。

にかほ市花火大会
場所/象潟海水浴場　開催日/8月
伝統ある洋上花火は、にかほの夏の風物詩。海中へ打ち込まれるス
ターマインは、半円形に開き、海面に映ってきれいに見えます。音楽に
合わせて打上げられる花火と日本海に映る花火で夏の夜空を音と光
で彩るエンターテイメントショーです。

掛魚まつり(別名:タラまつり)
場所/金浦山神社・勢至公園　開催日/2月4日
掛魚(かけよ)とは、漁師が氏神様にお供えする魚のことで、祭りの
主役となる寒鱈は一匹ずつ荒縄に釣り下げられ、海上安全、豊漁
を願って金浦山神社の神前に供えられます。神事の後は、勢至公
園であつあつのタラ汁を食べることもできます。

総合病院

市外救急病院
［由利本荘市］

一般病院 医院・診療所

●
●
●

高齢者等見守り事業
安心生活見守り支援事業
集落サロン事業

ひとりじゃない、地域ぐるみで“見守る”福祉

3 2 18
かけよ

池田修三作品
象潟町（現にかほ市）生まれの木版画家。初期
12年間のモノクロ版画を経て、多色摺りに移行。
ピュアでメルヘンチックな子どもたちの情景を中
心とした画風で、晩年は郷愁あふれる風景画も
手がけ、多くのファンを魅了。企業のカレンダーや
テレフォンカード、単行本の装丁等にも作品が採
用され人気を博した。近年、秋田県の情報誌「の
んびり」で紹介されて以来、作品が再評価され、
全国で人気が高まっている。

イベント

イベント

芸 術

医療に関する
情報は

こちらのHPから ▼

介護に関する
情報は

こちらのHPから ▼
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お試し移住体験住宅
に関する情報は

こちらのHPから ▼

移住者支援住宅
に関する情報は

こちらのHPから ▼

にかほ市へ！移住へのステップ

にかほ市移住希望者登録制度 お試し移住体験住宅 高速光回線対応で、リモートワーク・ワーケーションにもおすすめ！

子育て世帯におすすめ！

移住前に活用できる制度について

初めてここにやってくる人にも、ふるさとへ帰ってくる人にも、

秋田県やにかほ市に関心を持っていただけるのは、本当に嬉しいこと。

仕事や住まいの情報など、移住前に知っておくと便利な支援制度をぜひご活用ください。

にかほ市移住希望者
登録制度にエントリーする。

� � � � �
「にかほーむ」や「移住イベント」
で移住関連情報を集める。

� � � � �

にかほ市で定期的に行われる
お試し移住体験に参加。
※移住希望登録者には補助金制度あり!

� � � � �

仕事を決める。

� � � � �

住まいを決める。

� � � � �

にかほ市に住民登録。

� � � � �

にかほ市への移住を希望している登録者に対してに
かほ市の様々な情報を郵送またはメール等により提
供します。

にかほ暮らしに興味はあるけど、いきなり移住することに不安がある方や、移住を検討している方、にかほ市内の
事業所で就職活動を行う求職者などにおすすめの移住体験施設を貸出しています。

●

●

●

●

●

●

移住・Uターン情報(支援制度、補助金等) 

仕事情報(就職、起業・創業支援、農林水産業)

住まいの情報(空き家情報バンク、市営住宅等)

行政情報

イベント情報(首都圏等でのイベント情報等)

地域・自然情報(観光イベント、市内の行事等)　

移住イベントで情報収集・個別相談
にかほ市は、首都圏等で移住相談会を開催したり、
関係機関が主催する移住イベントに参加しています。
移住相談会等では、市の魅力や特色のPR、移住を考
えている方との個別相談を実施し、移住に関する支援
制度など様々な情報提供を行っています。

移住・Uターン・お仕事支援
ポータルサイト「にかほーむ」
移住・Uターンを考える際に必要となる生活情報
や、お仕事情報、各種支援制度等が満載。移住を考
えている方はぜひご覧ください。

お試し移住体験
にかほ市の自然環境、生活環境に少しでも慣れても
らい、移住へのステップとして頂くため、お試し移住
体験ツアーを実施しています。「にかほーむ」で参加
者を募集しており、移住希望者登録した方で、ツ
アーに参加する世帯には、参加に要した費用の一部
を補助します。

www.nikahome.jp

2泊3日以上・最長6泊7日利用期間

1日1,000円（光熱水費込）利用料

検索にかほーむ

ようこそ! 今日からにかほ市民

 「登録フォーム」はこちら  「イベント情報」はこちら  「仕事に関する支援」はこちら  「住居に関する支援」はこちら

お試し移住体験住宅（金浦）

移住者支援住宅
にかほ市に移住し、実際に生活しながら住宅等を探すなど定住に向けた準備をする子育て世帯に期間限定で居
住できる移住施設を貸出しています。

1年・最長2年利用期間 月額35,000円利用料

移住者支援住宅（金浦）
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ワンストップでの相談対応・サポート

【事務局】にかほ市商工政策課
にかほ市移住・Uターン推進協議会

移住に関するQ&A よくある質問をまとめました

～移住希望者とにかほ市との橋渡し役～
にかほ市移住リエゾン

にかほ市への
交通アクセス

移住・Uターンに関する相談はこちら

相談日 月曜日~金曜日(祝日及び年末年始休暇除く)情報発信 にかほ市の魅力や特色、支援情報の発信

移住支援 移住相談の対応、移住イベントへの参加・
開催、お試し移住体験ツアーの実施

仕事支援
無料職業紹介所への橋渡し、市内企業との
マッチング、農林水産業の就業体験・支援、
インターンシップ等の実施

住居支援 空き家・市営住宅の紹介、不動産会社への
橋渡し

相談時間 8：30～17：15

場  所
〒018-0192 
秋田県にかほ市象潟町字浜ノ田1 
にかほ市役所象潟庁舎
T E L：0184-43-7600
F A X : 0184-43-3239 
E-mail: shoukou@city.nikaho.lg.jp
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JR新幹線・在来線をご利用の場合

東京

酒田

秋田

新潟 にかほ
上越新幹線経由 約4時間50分

羽越本線 約40分

羽越本線 約60分

自家用車をご利用の場合

秋田

酒田

横手

大曲

にかほ
67km（国道7号） 約1時間5分

39km（国道7号） 約45分

86km（国道107号） 約1時間25分

81km（国道105号） 約1時間20分

航空機をご利用の場合

札幌（千歳）

東京（羽田）

名古屋（名古屋）

大阪（伊丹）

東京（羽田）

にかほ
約55分

約55分

約80分

約70分

約55分

［秋田空港］
約60分

［庄内空港］
約60分

移住リエゾンの皆さん（左から新井・亀崎・小林）

移住リエゾンがにかほ市の魅力や移住・定住に関する
最新情報を発信しています！

�

暮らし・住まいをサポート にかほ市の魅力を発信

就職・起業をサポート 農林水産業への就業をサポート

行政

農業

金融

工業

商業
起業

観光

林業

漁業

ネットワーク化

市内には内科や小児科などの医院・診療所があり、市民の健康
を支えています。近隣地域にある総合病院では、夜間や緊急時
の受診が可能です。また、介護サービスや介護施設も充実してい
ますので、介護等が必要な高齢者の方でも安心して生活をする
ことが出来ます。

医療環境や介護環境について
教えてください。

くらしに関する質問

�
市内ではバスや電車などを利用することができますが、都会に比
べると公共交通機関が充実していない為、日常生活における自
家用車の必要性が高いです。

交通機関について教えてください。
また、自家用車は必要ですか?�

市内には、9つの保育園・認定こども園、4つの小学校、3つの中
学校 と1つの高等学校があります。地域によって生徒数などに大
きな違いはありますが、それぞれに特色があり、子どもたちを温
かく大切に見守り育てていく教育環境となっています。

子どもたちの教育環境は
どうでしょうか?

子育て・教育に関する質問

�
にかほ市は、医療費や保育料の助成など子育て世帯に対する支
援が充実しております。妊娠・出産から子育てまで切れ目のない
支援体制がありますので、安心して子育てができます。その他の
支援等については、P19～22をご覧ください。

子育て支援策を教えてください。�

にかほ市商工政策課がワンストップ窓口として、市外からにかほ
市への移住に関するご相談を承ります。にかほ市にお越しの際に
は、にかほ市役所商工政策課窓口で直接、ご相談を承ることもで
きますので、ご希望の訪問日時を事前にお問い合わせください。

移住についてどこに
相談すればいいですか?

その他に関する質問

�
にかほ市では、お試し移住体験ツアーを随時受付しております。
実施については、ポータルサイト「にかほーむ」にて周知・募集を
行っていますので、ご確認ください。

移住体験イベントはありますか?�

住まいに関する質問

「にかほ市空き家情報バンク」や、民間の不動産会社が市内
の空き家を紹介しています。ただし、空き家情報バンクでは空
き家の情報提供等は行っておりますが、空き家所有者と空き
家利用者との交渉や斡旋などはしておりません。

空き家は紹介してもらえますか?�
住宅を取得する方には、「定住奨励金」「若者夫婦・子育て世
帯空き家購入奨励金」があります。また、賃貸物件に入居され
る方には、「若者夫婦・子育て移住世帯家賃補助金」がありま
すので、P13～14をご覧ください。

住まいに関する助成・補助金等は
ありますか？�

にかほ市では、移住希望者を対象にハローワークと同様に就職
相談 や職業紹介等を行う無料職業紹介所を開設しておりますの
で、ぜひご利用ください。また、市内企業との採用面接やインター
ンシップを行った際の交通費等の一部を補助しています。

市内の就職先を探す場合、どこで求人
情報をみたり、相談したりできますか?

仕事に関する質問

�
農業や起業・創業に関する支援については、補助金や融資、相
談・研修支援などがありますので、P18をご覧ください。

農業や起業したいと思っていますが、
どのような支援がありますか？�
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