
アクセス

すず⾥⼭⾥海移住フロント
（事務局:珠洲市企画財政課移住定住推進係）
〒927-1295
⽯川県珠洲市上⼾町北⽅1-6-2
☎ 0768-82-7726
✉ iju@city.suzu.lg.jp

@suzu.ijufront

新幹線（約2時間30分）

特急（約3時間）

特急（約2時間30分）

特急バス
（約3時間）

のと⾥⼭海道経由
（約2時間20分）

関越・北陸⾃動⾞道経由（約6時間）

東海北陸・北陸⾃動⾞道経由（約3時間）

名神・北陸⾃動⾞道経由（約3時間30分）
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珠洲発・暮らしのウェブマガジン

珠洲市ってどんなところ

⾄・のと⾥⼭空港

「日本の渚」百選︕
鉢ヶ崎海岸

能登半島の最先端︕
禄剛埼灯台

映画
「さいはてにて」ロケ地
木ノ浦海岸

珠洲のシンボル︕
⾒附島

珠洲市
輪島市

能登町

⾶⾏機
（約1時間）

ふるさとタクシー
（約45分）羽田

空港
特急バス（約45分）

のと里山
空港

市役所
小学校・中学校
高校
病院

まずはこちらに
ご相談ください︕

珠洲市の移住情報はこちら

�

日本海に面した海岸の総称。
荒々しい岩礁海岸が特徴で冬は季節
風が強く吹き、冬の風物詩「波の花」
が⾒られます。垂水の滝や仁江海岸
の夕陽など景勝地が数多くあります。

外浦（そとうら）

内浦（うちうら）
富⼭湾に面した海岸の総称。
穏やかな砂浜が多く、市役所や
商店街など市の中心部もこのエ
リアに含まれています。

内浦⇔外浦
⾞で約15分
� 面 積 247.20k㎡

人 口 14,398人
世帯数 6,169世帯
⾼齢化率 48.1%
最深積雪 49cm
医療機関

総合病院 1
診療所 17

教 育
保育所 8
小学校 7
小中一貫校 2
中学校 2
高校 1

※H30.12.31現在

基本データ

Suzu

伝統文化と最先端のアートが響きあう「奥能
登国際芸術祭」や大学と連携して豊かな⾥⼭
⾥海を守り活かす若⼿人材を育てる「能登⾥
⼭⾥海SDGsマイスタープログラム」を通じ
て、珠洲市の魅⼒向上に取り組んでいます。

新たな
挑戦

夏から秋にかけて市内各地でキリコと呼ば
れる燈籠が集落を練り歩くキリコ祭りが⾏
われます。また、田の神様に感謝する神事
「あえのこと」など、農林水産業と深く結
びついた文化・祭礼が継承されています。

伝統
文化

日本海から水揚げされる新鮮な魚介類はも
ちろんのこと、希少価値の高い能登牛や、
高級和菓子などに珍重される能登大納言小
豆、天然塩、大浜大豆、松茸、しいたけなど、
四季折々の豊富な食材に恵まれています。

豊かな
食材

日本で唯一受け継がれてきた揚げ浜式の塩
づくりや、埋蔵量日本一の珪藻⼟から作る
コンロ、能登杜氏による酒づくり、素朴な
灰⿊⾊が美しい珠洲焼など、地域資源を活
かした多くの生業が今も根付いています。

伝統
産業

https://sutto-zutto.com/

石川県珠洲市能
登
半
島
の

さ
い
は
て

里
山
里
海
で

暮
ら
そ
う
。

石川県・能登半島の最先端に位
置する人口約14,000人の本州で
最も人口の少ない市。
豊かな⾥⼭⾥海の原風景や⽂化
を色濃く残しながらも、「奥能登国際
芸術祭」やSDGsなど、先進的な取
り組みに挑戦するなつかしくて新しい
まちです。

すず⾥⼭⾥海移住フロント

⾝近な⾥⼭⾥海からの恵みを分かちあう
なつかしい暮らしがここにあります。
⾥⼭⾥海の新しい価値をカタチにする
日本や世界とつながる若い⼒がここにあります。
なつかしくて新しいこのまちで
⾃分らしい暮らしをはじめてみませんか︖

珠 洲 市 移 住 ガ イ ド

すずぐらし



すぐにでも移住したい方はこちら
上⿊丸シェアハウス
⼭間集落に位置するシェアハウス。
基本的な家電は揃っているので、
⾥⼭暮らしをスタートできます。
居室数:3部屋 家賃:20,000円/月

公共賃貸住宅「コーポ晴気台」
中心部に位置する市営の集合住宅。
設備は少々古いですが、ファミリー
でも暮らせる間取りです。
間取り:３DK 家賃:35,000円／月

一軒家を探したい方はこちら
空き家バンク制度
売買や賃貸が可能な市内の空き家を、
ホームページ（すっとずっと）で紹介しています。
物件の案内や契約は地元宅建組合がサポートします。

まずはインターネットで
珠洲発・暮らしのウェブマガジン

まずはインターネットで
珠洲おしごとナビ
市内の企業情報や求人情報を
はじめ、働く先輩たちの声、
インターンシップの受入れ
状況などを掲載しています。
https://suzu-oshigotonavi.jp

ハローワークインターネットサービス
インターネットでハローワークの求人
情報の一部を⾒ることができます。市内
には常時100件以上の求人があります。

珠洲の暮らしを
体験したい方にオススメ︕
滞在交流施設 日置ハウス
空き校舎を改修したドミトリー型の宿
泊施設で、共同の食堂や浴場、洗濯室
などを備えています。
料⾦:大人3000円/1泊(連泊割引有)

移住へのステップ

移住したらどんな暮らしがし
たいですか︖できるだけ具体
的にイメージしてみましょう。
ご家族ともよく話し合うこと
が大切です。

珠洲市では、市役所、
商工会議所、ハロー
ワークが連携して、お
仕事相談に応じます。
都会のような大企業は
ありませんが、地域に
根差して頑張る様々な
企業があります。
起業・創業の⽀援制度
もありますので、ご相
談ください。

珠洲市の情報をインターネット
やパンフレットで集めましょう。
お近くで開催される移住イベン
トにも積極的に参加しましょう。

まずは珠洲市に来てみてくだ
さい。観光客ではなく、生活
者の視点でまちの雰囲気や
人々の暮らしを⾒て、気にな
る点も確認しましょう。

移住したらまず、区⻑さんやご
近所さんに挨拶に⾏きましょう。
できるだけ地域の⾏事に参加し、
地域の⽅と交流をもっていきま
しょう。
移住後のお困りごともお気軽に
ご相談ください。

「すず⾥⼭⾥海移住フロント」は、珠洲市への移住を
希望する⽅のためのワンストップ窓口です。

検討段階のお電話やメールでのご相談から
現地でのお住まい・お仕事探しまで
ご希望に沿った暮らしができるよう

最大限サポートいたします︕
TEL 0768-82-7726

受付 平日8:30〜17:15
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すぐそばに海・⼭のある暮らしを満喫︕
休みの日や、ちょっとした空き時間には、⾝近に
ある海や⼭に出かけてみましょう︕ゆったりとし
た時間の中で、四季折々の風景に出会うことがで
きます。ご近所さんから、海・⼭の恵みのおすそ
分けをもらうこともあるかも⁉

⾥⼭⾥海でのびのびと⼦育て︕
市内の保育所・小中学校はすべて公⽴で、小規模な
がら地域に根差した教育を⾏っています。⾝近な⾥
⼭⾥海での体験学習を通じて、子どもたちの感性や
「生きる⼒」を育むとともに、⾃然と共生する珠洲
の暮らしやなりわいの魅⼒を学んでいます。

自分らしい働き方で暮らそう︕
先輩移住者の働き⽅は、伝統産業を受け継ぐ人、
⾃ら仕事を創る人、様々な仕事をかけ持つ人など、
十人十⾊︕例えば、夢だったカフェを開業したご
夫婦や、市内の⽼舗酒蔵で働く⼥性もいます。あ
なたも珠洲で夢を実現しませんか︖

移住後は
こんな生活が
待っている⁉

気になる求人があれば
問い合わせてみましょう︕
ハローワーク能登
珠洲市地域職業相談室
TEL:0768-82-0157

あなたの要望に応じて
移住体験プランを作成します︕
ご要望に応じて、先輩移住者との交流
や職場⾒学のセッティング等、すず⾥
⼭⾥海移住フロントがコーディネート
します︕

雇用拡大を伴う増設

経費の2/3
最大100万円

経費の1/2
最大100万円

地場産業や地域を活性化させる
効果の高いビジネスモデルの創業

新規学卒者及び40歳以下のU･Iターンの⽅で
卒業及び転入から1年以内に就業した⽅

市内共通
商品券

空き家バンク登録物件を購入した⽅
経費の１/3、最大100万円

空き家購入費補助⾦

経費の1/2、最大100万円
空き家バンク登録物件を改修する

買主・借主・貸主の⽅

空き家改修費補助⾦

3年間 家賃最大半額

市内の賃貸住宅に入居する
U・Iターン者がいる世帯

移住定住促進補助⾦

若者定住促進支援事業

仕事場創業・拡大支援助成⾦

3万円相当 ＋ 市⻑との意⾒交換会参加権

住みたい家の希望や条
件（⽴地や間取り、賃
貸か購入か、予算等）
を明確にしましょう。
空き家をご利用の場合
は、リフォームに想像
以上のコストと時間が
かかる場合があります。
様々な⽀援制度もあり
ますので、ご相談くだ
さい。

⾥⼭に囲まれて
暮らしたい

農家レストランを
開きたい

海のそばで
暮らしたい

漁師になりたい

地域に根差した
モノづくりがしたい

趣ある古⺠家で
暮らしたい

クリエイティブな
センスを試してみたい

のびのびと
子育てがしたい

先輩移住者は
こんな仕事をしています︕

農業、漁業、観光業、
カフェ、デザイナー、陶芸家、

農家⺠宿、酒づくり、
地域おこし協⼒隊
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暮らしのイメージを
思い描いてみよう

情報を集める 仕事を探す

移住生活を
はじめよう

住まいを探す

家族と楽しく
過ごす時間が

欲しい

ｚｚ

3現地を⾒てみる

野菜を
育ててみたい

すぐ住める
ような状態のいい

物件は少ないです…。
余裕を持った予算と
スケジュールを︕

あなたの移住、わたしたち
「すず⾥⼭⾥海移住フロント」が
しっかりサポートします︕

お気軽に
ご相談ください

地域の祭りや⾏事に参加しよう︕
何かとイベントの多い珠洲。とくに夏から秋にか
けては毎週のように集落ごとにお祭が⾏われてい
ます。地域の⽅と共にキリコを担げば、あなたも
⽴派な集落の一員︕海岸清掃や草刈りなどの地域
活動にも積極的に参加しましょう︕

https://sutto-zutto.com/

どうする︖
仕事は︖住まいは︖

休みの日は
どう過ごす︖

移住フェアに参加してみよう︕
年に数回程度、ふるさと回帰フェアや⽯
川県の移住相談会など、首都圏で開催さ
れる移住フェアに出展しています。
出展スケジュールについては、上記サイ
トにてご確認ください。

年間
約40人

※空き家購入費補助⾦と空き家改修費補助⾦の重複利用はできません。
※移住定住促進補助⾦の上限額は、移住１年目は3万円/月、2年目は2万円/月、3年目は1万円/月です。

ただし、世帯員の中にU・Iターン者でない⽅が1人以上いる場合、上限額は上記の半額になります。
※制度のご利用には一定の条件がございます。詳しくは、すず⾥⼭⾥海移住フロントまでお問い合わせください。

ひとまず
シェアハウスや集合住宅で
暮らしながら、ゆっくりと

好みの地域や物件を探すのも
⼿段のひとつ︕ｚｚあなたは対象︖

事前に要確認︕


