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■北秋田市総務部総合政策課 移住・定住支援室

電話：0186-62-8002（直通） メール：iju@city.kitaakita.akita.jp

お問合せ先

対象者

■秋田県以外にお住まいの方

■北秋田市への移住を目的とし、住居や仕事を探す方

■北秋田市内の宿泊施設に宿泊し、連続して2日以上滞在する方

■移住の実現のために、北秋田市からの情報提供や協力支援を受ける意思のある方

※観光や出張を目的とする利用はご遠慮ください。

移住体験費用のうち5万円までを補助します。

（1世帯あたり）

「1世帯」は、おひとりの場合もご家族数人の場合も一律5万円までとなります。

「北秋田市に移住したい！」「試しに住みながら住居や仕事を探したい」という方のため

に、北秋田市では「くらし・しごと・まなび」についてのさまざまな移住体験プランを

ご用意しています。目的に合わせてプランのカスタマイズをすることも可能です。

実際に北秋田市に滞在し、地域の雰囲気や仕事、生活などを体感しながら、今後の移住

について検討する参考にしていただけます。

また、移住体験にかかる費用のうち5万円まで（1世帯あたり）が補助されるので、経済的

な負担も軽減できます。

北秋田で移住体験をしよう！
移住・定住をしっかりサポート

くらし しごと まなび
地域の企業で実際に就労

体験をして、移住後の仕事

について考える体験プラン

農業や林業、魚釣りなどを

通じて、豊かな自然や地域

の生活を楽しむ体験プラン

秋田県の高い学力や柔軟な

教育方法を、教育留学を

通じて感じる体験プラン
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補助金のお支払い
ご指定の口座にお支払いいたします。
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移住体験終了後、書類を提出

移住体験アンケートと補助金申請に必要な書類を、体験終了後にご提出ください。
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■必要な書類

補助事業実績報告書、アンケート、請求書、領収書（交通費・滞在費）、通帳の写し

北秋田市内で移住体験

体験プランに沿って移住体験をお楽しみください。
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スケジュール・移住体験プランの決定
お申し込みのスケジュールや体験プラン等を調整し、プランを決定します。
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3 審査
書類を受領後、受け入れ可能かどうかを審査して結果をご連絡します。

2 移住希望登録フォーム、
移住体験事業参加申込書を提出
希望する体験メニュー（P4～13）、宿泊施設（P14～18）をお選びください。

掲載のない体験メニューは事前にご相談ください。

※体験希望日の15日前までにお申し込みください。

1 まずは、電話やメールにてご相談ください
対象条件の確認や申請の流れについてご説明させていただきます。

■移住・定住支援室／電話：0186-62-8002 メール：iju@city.kitaakita.akita.jp

移住体験の流れ
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参加者3人（3人家族）、2泊3日の場合

1.交通費

2.体験費 ※P4～12のメニューから選択

●自家用車（都内～東北自動車道～北秋田市）高速料金 、ガソリン代

往復 約35,000円

●ツアー番号1-6「きのこ狩り」 料金600円×3人＝1,800円

●ツアー番号1-15「自然散策体験」 料金2,500円×3人＝7,500円

●地元住民＋先輩移住者との交流会 会費5,000円×3人＝15,000円

→計24,300円

※経路等によって変動します。
※ガソリン代は、実費または40円／km換算

交通費35,000円
＋

体験費24,300円
＋

食費・その他12,000円

71,300円

＝

50,000円を補助

交通費30,000円
＋

体験費9,000円
＋

食費・その他5,000円
＋

宿泊費10,000円

＝

50,000円を補助

計54,000円

(自己負担4,000円)

●飛行機（羽田空港～大館能代空港） 往復 約30,000円

1.交通費

●ツアー番号1-3「田んぼの世話」 料金3,000円

●ツアー番号1-13「一口たんぽの調理体験」 料金1,000円

●地元住民＋先輩移住者との交流会 会費5,000円

→計9,000円

2.体験費 ※P4～12のメニューから選択

4.宿泊費 ※P13～17のメニューから選択

※期日等によって変動します。

●施設番号6 「伊勢堂岱温泉 縄文の湯」

→1泊 計10,000円

参加者1人、1泊2日の場合

移住体験にかかる費用例

3.食費・その他

●1日目 昼食・2日目 朝昼食 3,000円

●その他飲料、アメニティ等 2,000円

→計5,000円

4.宿泊費 ※P13～17のメニューから選択

●施設番号26 移住体験住宅「移住定住ネットワークセンター」

※滞在費400円／日は補助対象外で自己負担

→3日滞在 計1,200円

3.食費・その他 ※移住体験住宅での自炊を想定

●1日目 夕食・2日目 朝昼食・3日目 朝食 8,000円

●その他飲料、アメニティ等 4,000円

→計12,000円

(自己負担22,500円)
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1-6 きのこ狩り

期間：10/1～11/3 料金： 600円

山の恵み体験

木材の伐採
高性能林業機械の操作体験1-5
期間：7/1～10/31 料金：無料

林業体験

1-4 農作業
楮（こうぞ）栽培の世話＋昼食、夕食交流会付き

期間：
■芽かき、間引き、草取り・・・春～夏
■刈り取り、皮むき・・・11/末～12/初旬
料金： 3,000円

農作業
田んぼの世話（田植え、草刈、稲刈り）＋昼食、
夕食交流会付き

1-3

期間：5/18～9/25 料金：3,000円

期間：通年 料金：無料

農作業
食品加工

1-2

※期間中であっても、天候等の影響などにより体験プランが
実施できない場合がございます。ご了承ください。

1-1 農作業
花卉栽培、比内地鶏飼育、羊飼育など

期間：7/1～10/31 料金：無料

農業体験

北秋田のくらし体験
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1-16
秋田内陸縦貫鉄道業務
車両の清掃手伝い、駅業務の体験、鉄道の
各職場担当者からのお話など

期間：通年 料金：無料

鉄道体験

自然散策
太平湖を遊覧船で行く秘境 「小又峡」 の紅葉観賞

1-15

期間：10/1～11/3 料金：2,500円

自然体験

1-14
天然川魚の料理
天然あゆ・いわなの炭火焼、いわなの骨酒、
川ガニ汁、サクラマス

期間：7/1～9/10 料金：5,000円

一口たんぽの調理
森吉山荘1-13
期間：11/3～12/25 料金：1,000円

郷土料理体験

こい・ふな・うぐい釣り

期間：1/1～12/31 料金：15,500円

鷹巣町漁協

阿仁川漁協

期間：1/1～12/31 料金：22,000円

こい・ふな・うぐい釣り

1-11

1-12

いわな・やまめ釣り
期間：3/21～9/20 料金：16,300円

鷹巣町漁協

阿仁川漁協

期間：3/21～9/20 料金：21,500円

いわな・やまめ釣り

1-9

1-10

あゆ釣り1-7
期間：7/1～9/15 料金：22,700円

阿仁川漁協

鷹巣町漁協

期間：7/1～10/31 料金：18,000円

あゆ釣り1-8

川の恵み体験

北秋田のくらし体験
※期間中であっても、天候等の影響などにより体験プランが
実施できない場合がございます。ご了承ください。



WA ROCK体験
阿仁合コミューン

1-17

期間：通年 料金：無料

WA ROCK体験

北秋田のくらし体験

石に絵を描いていろいろな
ところに隠したり、誰かが
描いたWA ROCKを探す遊び

ワ ロック

雪道運転体験
県北自動車学校

1-18

期間：1/15～2/15 料金：3,000円（2時間）

雪道運転体験

講義：雪道での基本的な走り方（1時間）
実技：雪道での運転（1時間）
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チェンソーアート体験
北秋田チェンソーアートクラブ

1-19

チェンソーアート体験

期間：4/1～12/10（積雪のある時期・雨天中止）
料金：15,000円

※さらに長時間の体験を希望する場合は、料金要相談

小さなチェンソーを使って、丸太を彫ることがで
きます。（対象年齢：15歳以上）
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生活支援員及び介護職員、看護職員
①生活支援員、介護職員
●障害者福祉施設で利用者の生活支援と作業指導業務に従事
●老人施設の利用者に対し、入浴・排泄・食事等の生活介護や健康管理
を通して自立した日常生活を営める状態を目指した介護業務に従事

②看護職員
●各施設において利用者の看護業務に従事

2-4 社会福祉事業

■事業所名：社会福祉法人 秋田県民生協会
■雇用形態等：正職員（フルタイム）、年齢不問、

各種保険あり（雇用・労災・健康・厚生）、賞与年2回

現場代理人、現場作業員
●土木現場代理人
（土木工事現場の労務管理、施工監理業務、官公庁への提出書類作成等）

●建築現場代理人
（建築工事現場の労務管理、施工監理業務、官公庁への提出書類作成等）

●現場作業員
（土木工事関係での現場作業、普通運転免許可の工事車両の運転等）

2-3 建設業

■事業所名：朝日建設 株式会社
■雇用形態等：正社員（フルタイム）、年齢64歳以下、

各種保険あり（雇用・労災・健康・厚生）、
賞与あり（勤務実績・勤務状況による）

野菜の栽培
●屋外のにんにく圃場で農作業
●工場で収穫野菜の仕上げ

2-2 野菜の栽培

■事業所名：株式会社 しらかみファーマーズ
■雇用形態等：正社員（フルタイム）、年齢59歳以下、

各種保険あり（雇用・労災・健康・厚生）、賞与年2回

山林作業（造林、育林、木材伐採・搬出等）
●チェンソーによる立木伐採、高性能林業機械での玉切
●高性能林業機械での木材運搬、刈払機による下刈・除伐
●植え付け、重機で作業道開設

2-1 林業

■事業所名：有限会社新林林業
■雇用形態等：正社員（フルタイム）、年齢65歳以下、

各種保険あり（雇用・労災・健康・厚生）

北秋田のしごと体験
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①ホールスタッフ
●葬祭スタッフとして葬儀全般に従事
②営業（管理者も含む）
●営業スタッフ

2-8 葬祭業

■事業所名：株式会社 三愛
■雇用形態等：正職員（フルタイム）、年齢不問、

各種保険あり（雇用・労災・健康・厚生）

大工
●一般建築、電気工事、外構工事

2-7 建設業（大工）

■事業所名：株式会社 ホームプランナー佐藤
■雇用形態等：正社員、

各種保険あり（雇用・労災・健康・厚生）

リフトゴンドラ係
●リフトゴンドラでの乗客案内係と除雪等の軽微な保守
圧雪・パトロール係
●圧雪車によるコース整備と軽微な保守管理、ゲレンデの
巡回パトロール、けが人の搬送等
※圧雪のみ、パトロールのみのお申し込みにもご相談に応じます。

2-6 索道事業（スキー場）

■事業所名：特定非営利活動法人森吉山
■雇用形態等：季節雇用

介護職員
●介護サービス事業所での介護業務
●入浴・食事・排泄などの介助や支援、日常生活の必要な援助。
※介護経験のない方でも大歓迎
別途、看護職、ケアマネージャー、臨時・パートも募集中

2-5 介護保険事業

■事業所名：北秋田市社会福祉協議会
■雇用形態等：正職員（フルタイム）、年齢59歳以下、

各種保険あり（雇用・労災・健康・厚生）、賞与年3回

北秋田のしごと体験
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①調理助手および食器洗い等
②レストランホールでのウェイター・ウェイトレス業務

2-12 旅館業

■事業所名：伊勢堂岱温泉 縄文の湯
■雇用形態等：パートタイム（正社員以外）、年齢不問、

各種保険あり（雇用・労災）

●花卉生産販売、カフェでの接客、ケーキ・パン製造、店内外
管理（冬季の雪寄せ含む）、カフェのディスプレイ・調理、食
用羊の世話・管理、野菜の苗作り（30種類程度）等

2-11 農業／Ｃａｆé／食用羊の飼育

■事業所名：有限会社 あけぼの農園
■雇用形態等：フルタイム（正社員）、年齢45歳以下、

各種保険あり（雇用・労災・健康・厚生）

山菜、妻物、野菜の促成栽培・加工・販売
①作業員（正社員）
●農業全般、加工作業
※農閑期は作業時間短縮あり。3ヶ月間は試用期間。

②作業員（パート社員）
●農作物の作付け・収穫・選別・パック詰め、加工作業
※農閑期は作業時間短縮休日等あり。3ヶ月間は試用期間。

2-10 農産物の促成栽培・加工・販売

■事業所名：有限会社 栄物産
■雇用形態等：各種保険あり（雇用・労災・健康・厚生）

※②は雇用・労災

①農業機械オペレーター・農作業員
●春の浸種から秋の出荷までの一連の作業
②とうふ製造
●大豆からとうふを製造・スーパー等に配送

2-9 農業（とうふ製造）

■事業所名：農事組合法人 坊沢営農組合
■雇用形態等：年齢不問

北秋田のしごと体験
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建設作業員、除排雪作業、山菜及びきのこ収穫・加工作業
●建設関連技能工、技術工、作業員
●山菜等の栽培、加工、販売

2-16 建設業・山菜及びきのこの収穫・加工作業

■事業所名：株式会社 上杉組
■雇用形態等：フルタイム（日給月給制）、年齢60歳以下、

各種保険あり（雇用・労災・健康・厚生）、賞与未定

2-15

①営業等
●不動産業務を主とした営業、顧客管理、接客相談対応、
顧客との打合せ等

②大工（見習い可）
●高断熱・高気密新築、リノベーション工事施工に従事

木造建築工事業・不動産業

■事業所名：有限会社サンワホーム
■雇用形態等：正社員（フルタイム）、年齢64歳以下、

各種保険あり（雇用・労災・健康・厚生）、賞与年2回

2-14

①機械加工（建設機械、産業機械用部品製造に従事）

②製品検査（鋳物部品検査：完成した鋳物の検査作業）

③製造員（鋳物部品製造：人口砂で鋳物を造る作業）

④設備保守（鋳物部品製造に係る電気・機械設備の保守全般）

鋳鋼品の製造及び機械加工業

■事業所名：新東北メタル株式会社
■雇用形態等：正社員（フルタイム）、年齢59歳以下、

各種保険あり（雇用・労災・健康・厚生）、
昇給・賞与は勤務成績による

2-13

●森吉山荘・妖精の森・太平湖グリーンハウス・太平湖遊覧船・
クウィンス森吉の運営および観光道路の除雪事業

●上記施設での接客業務・施設の管理運営全般、太平湖遊覧船
利用者の案内、宿泊・温泉施設での接客、宿泊施設での宿直、
マイクロバスの運転

観光業

■事業所名：ぶなの郷あきた株式会社
■雇用形態等：正職員、年齢59歳以下、

各種保険あり（雇用・労災・健康・厚生）、
賞与年2回あり

北秋田のしごと体験
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2-19

秋田内陸線駅窓口、列車内等での各種案内・商品販売等に
従事します。
●駅窓口等での乗降案内、観光案内及び沿線特産品の紹介、
商品販売等

●列車内での沿線観光ガイド、沿線特産品の紹介と販売等
●各イベント等での沿線地域の情報発信、来客対応

鉄道業（観光案内・商品販売係）

■事業所名：秋田内陸縦貫鉄道株式会社
■雇用形態等：正社員以外【嘱託社員】（フルタイム）、

年齢不問（再雇用有り）、各種保険あり（雇用・労災・
健康・厚生）

2-18

●線路施設、電気施設の保守、点検作業や工事立会い
※線路点検などのため、社有車（AT・MT）での沿線巡回や
徒歩による保線巡回作業もあります。

●冬期間はモーターカーによる路線の除雪作業を行っていた
だきます。

鉄道業（工務係）

■事業所名：秋田内陸縦貫鉄道株式会社
■雇用形態等：正社員（フルタイム）、年齢59歳以下
（再雇用有り）、各種保険あり（雇用・労災・健康・厚生）、
賞与年1回（経営状況により判断）

2-17

石油製品およびカー用品の販売
①スタンドスタッフ（ガソリンスタンドで接客および給油他の作業）

②灯油配送員（ミニロータリーで灯油を配送。経験者優遇）

小売業

■事業所名：三国商事株式会社
■雇用形態等：フルタイム・短時間パート、

年齢60歳以下（再雇用有り65歳まで）、
各種保険あり（雇用・労災・健康・厚生）、賞与未定

北秋田のしごと体験

2-20

レストランの調理補助、窓口接客業務に従事していただきます。
●調理の下準備、厨房・ホールの清掃、
食券・料理の受け渡し等、お客様への対応

鉄道業（調理補助及び接客）

■事業所名：秋田内陸縦貫鉄道株式会社
■雇用形態等：正社員以外【嘱託社員】（フルタイム）、

年齢45歳以下（再雇用有り）、各種保険あり（雇用・
労災・健康・厚生）、賞与年1回（経営状況により判断）



北秋田のしごと体験
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プレカット機械オペレーター
●工場内においてプレカット機械オペレーター業務に従事
CADオペレーター
●事務所内においてCADオペレーター業務に従事

2-21 木材、木材製品製造（住宅用部材のプレカット加工）

■事業所名：古河林業株式会社秋田工場
■雇用形態等：正社員（フルタイム）、年齢40歳以下、

各種保険あり（雇用・労災・健康・厚生）、賞与年2回

●舗装補修、草刈などの道路維持作業
●市関連行事に伴う物品運搬
●市道等の除雪機械操作による除排雪作業

2-22 道路維持作業（舗装補修・草刈・除排雪作業）

■事業所名：北秋田市建設部建設課
■雇用形態等：会計年度任用職員（フルタイム）、年齢

65歳以下、各種保険あり（雇用・労災・健康・厚生）、
賞与年2回
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料金

宿泊先

募集期間

1. 4月～7月、８月～12月、１月～3月

2. 随時

2,200円／日
※1泊3食付（食費・宿泊費・光熱費・保険料）
※11～3月は別途暖房料100円プラス

拠点施設：学童研修センター
民泊：地域民家が受入

現地まで保護者が同行される場合、児童生徒と保護者にかかる
交通費と滞在費等の一部（5万円上限）を補助します。

１．長期留学

秋田県「秋田で学ぼう！教育留学推進事業」と連携しています。教育体験

●子ども一人一人に合わせたオーダーメードの受入

●実際に学校で児童生徒を受入（授業に参加）

●学び・体験・交流を総合的にコーディネートする教職員配置

●学習以外の地域性を生かした体験活動も重視

近年、人間関係の悩みやストレスを抱えるなど、心の問題に悩む小中学生が増えてきています。

こうした日頃から悩んでいる子どもたちを対象に、秋田の大自然の中で自然体験や農作業体験など

様々な体験活動を通して、心と体の充電を図る機会を提供します。

3-1

２．あきたリフレッシュ学園 （夏・冬・春休み期間中を除く）

●不登校の小中学生を対象としたフリースクール

●毎日の過ごし方は原則的にフリー

●国語、算数（数学）を中心に希望があれば他教科も支援

●毎日読書の時間を2時間設定

●月2回程度、臨床心理士によるカウンセリングあり

●自立に向けた規律正しい生活で学校への復帰を目指します

注）長期留学のほかに短期留学もございますが、こちらは助成対象となりません。
短期留学をご希望の方は別途お問い合せください。 合川学童研修センター 電話／0186-78-4180

北秋田のまなび体験
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住所／ 北秋田市脇神字平崎川戸沼86-2
電話／ 0186-63-2626 
URL／ http://www.jomonnoyu.com/

6 伊勢堂岱温泉 縄文の湯
い せ どう たい

鷹巣地区
♨

住所／ 北秋田市旭町4-13
電話／ 0186-62-0167 
URL／ http://www.sugawarakan.com/

5 菅原館 鷹巣地区

住所／ 北秋田市元町11-32
電話／ 0186-62-2034
URL／ http://www.city.kitaakita.akita.jp/industdb/
shotengaidb/160.html

4 丸留旅館 鷹巣地区

住所／ 北秋田市住吉町11-7
電話／ 0186-63-2311
URL／ http://www.hotel-matsuo.jp/

3 ホテルニュー松尾 鷹巣地区

住所／ 北秋田市松葉町10-5
電話／ 0186-63-2121
URL／ http://www.city.kitaakita.akita.jp/industdb/
shotengaidb/271.html

2 ニューグランドホテル松鶴 鷹巣地区

住所／ 北秋田市材木町1-20
電話／ 0186-62-1026
URL／ http://www.city.kitaakita.akita.jp/industdb/
shotengaidb/243.html

1 ビジネスホテル八木 鷹巣地区

宿泊施設一覧
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住所／ 北秋田市根森田字家ノ下52-1
電話／ 0186-75-2300 
URL／ http://www.city.kitaakita.akita.jp/industdb/
shotengaidb/183.html

12 リバーサイド民宿「丸慶」 森吉地区

11 民宿「丸慶」別館

住所／ 北秋田市小又字下川原68-1
電話／ 0186-75-2009 
URL／ http://www.city.kitaakita.akita.jp/industdb/
shotengaidb/184.html

森吉地区

住所／ 北秋田市小又字堂ノ下21-2
電話／ 0186-60-7000 
URL／ https://quince-moriyoshi.jp/

10 クウィンス森吉 森吉地区
♨

住所／ 北秋田市阿仁前田字八幡森42
電話／ 0186-75-2005 
URL／ http://www.city.kitaakita.akita.jp/industdb/
shotengaidb/126.html

9 丸美旅館 森吉地区

住所／ 北秋田市米内沢字柳原39-1
電話／ 0186-60-5522 
URL／ http://www.kumagera.ne.jp/ayu/

8 阿仁川あゆっこ温泉 森吉地区
♨

住所／ 北秋田市川井字鳥屋沢47
電話／ 0186-78-3267 
URL／ http://www.city.kitaakita.akita.jp/industdb/
shotengaidb/74.html

7 山喜旅館 合川地区

宿泊施設一覧
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住所／ 北秋田市森吉湯ノ岱川向湯ノ沢7
電話／ 0186-76-2311 
URL／ http://www.somaonsen.com/

18 杣温泉旅館
そま

森吉地区
♨

17 妖精の森 コテージラウル

住所／ 北秋田市森吉高原
電話／ 0186-76-2107
URL／ https://cottage-laulu.jp/

トロル

森吉地区

16 テレマーク山荘 森吉山

住所／ 北秋田市森吉字東ノ又160
電話／ 0186-75-3850 
URL／ http://www.city.kitaakita.akita.jp/industdb/
shotengaidb/133.html

森吉地区

15 森吉山麓ゲストハウスORIYAMAKE

住所／ 北秋田市根森田字仲ノ又131
URL／ https://www.oriyamake.com/

森吉地区

住所／ 北秋田市根森田字山下71-2
電話／ 0186-75-3326 
URL／ http://www.city.kitaakita.akita.jp/industdb/
shotengaidb/130.htm

14 民宿おだ 森吉地区

住所／ 北秋田市根森田字田ノ沢85
電話／ 0186-75-2535 
URL／ http://www.city.kitaakita.akita.jp/industdb/
shotengaidb/129.html

13 ふるさと民宿 森吉地区

宿泊施設一覧
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住所／ 北秋田市阿仁比立内字前田表46-1
電話／ 0186-84-2007 
URL／ http://www.city.kitaakita.akita.jp/industdb/
shotengaidb/46.html

24 松橋旅館 阿仁地区

住所／ 北秋田市阿仁鍵ノ滝206-12
電話／ 0186-82-3155 
URL／ http://fusch.jp/

23 リゾートホテル フッシュ 阿仁地区

住所／ 北秋田市阿仁鍵ノ滝206
電話／ 0186-82-2400 
URL／ http://www.city.kitaakita.akita.jp/industdb/
shotengaidb/47.html

22 阿仁の森 ぶなホテル 阿仁地区

住所／ 北秋田市阿仁銀山字下新町124
電話／ 0186-82-2025 
URL／ http://www.city.kitaakita.akita.jp/industdb/
shotengaidb/14.html

21 宮越旅館 阿仁地区

住所／ 北秋田市阿仁銀山字下新町125
電話／ 0186-82-3119 
URL／ http://www.city.kitaakita.akita.jp/industdb/
shotengaidb/13.html

20 旅館 千草 阿仁地区

19 奥の湯 森吉山荘

住所／ 北秋田市森吉字湯ノ岱14-1
電話／ 0186-76-2334 
URL／ https://moriyoshizan.jp/

森吉地区
♨

宿泊施設一覧



移住体験住宅

住所／ 北秋田市阿仁水無字新町70-1
電話／ 0186-62-8002（北秋田市 移住・定住支援室）

26 移住定住ネットワークセンター 阿仁地区

25 打当温泉 マタギの湯

住所／ 北秋田市阿仁打当字仙北渡道上ミ67
電話／ 0186-84-2612 
URL／ http://www.mataginosato.com/

うっとう

阿仁地区
♨

宿泊施設一覧

■移住の目的に応じた滞在日数

1泊2日～1週間 1週間～1ヶ月 1ヶ月～半年
どこかに移住先を

探している方が本市を

知るために滞在

本市で

仕事や住まいを

探すために滞在

おおむね1年以内に

本市に移住予定の方が

移住準備のために滞在

■滞在費／1日あたり400円（1世帯）※水道光熱費として

■間取り／A棟（2階建・リビング、個室4部屋）シェアハウス型

B棟（2階建・リビング、個室2部屋）バリアフリー型

4号棟（2階建・リビング、個室2部屋）

■食 事／自炊等

■備 品／調理器具、食器、カトラリー、炊飯器、電子レンジ、寝具一式 等

※タオル、歯ブラシなどはご自身で用意してください。

秋田県知事登録旅行業 3-129号 くまのたいら企画 大穂耕一郎
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旅行取扱い委託先

2020.6

【移住・定住に関する相談窓口／お問合せ先】

北秋田市移住・定住支援室（北秋田市役所2階・総合政策課内）

〒018-3392 秋田県北秋田市花園町19-1

☎ 0186-62-8002 ✉ iju@city.kitaakita.akita.jp

【移住・定住に関する情報】

北秋田市公式HP内
http://www.city.kitaakita.
akita.jp/shisei/teiju/index.html

北秋田市への移住・定住に関することは、何でもご相談ください！

移住・定住に関する相談／お問合せ先


