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ナイアガラに
住む 

カナダのナイアガラ地域によう 
こそ。訪れる人々を温かく歓迎し、 
家族を大切にする地域共同体で、居
住、仕事、勉強に理想的な場所です。
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ナイアガラ地域は 
カナダの中でも住宅購入に
最も適した場所
の１つです

平均住宅価格 38万8,500ドルMLS （カナダドル） 2017年

カナダの都市圏の中でも 
最も交通渋滞の少ない地域

トロントや世界の諸都市
へのアクセスが簡単

•  トロントからの夏季GOト
レイン運行

•  2021年に年中無休のGO
トレイン運行開始

• 車で1時間の距離内に7つ
の空港

アクティブな 
ライフスタイル 
を支える環境

• ゴルフコース 40件
• アリーナ 30件以上
• 300 km以上のサイ 

クリングトレイル

トップ

10
カナダの大 
都市圏では
犯罪率が最
も低い地域

見事な自然景観 
アウトドアを満喫
• ナイアガラ断崖
• エリー湖
• オンタリオ湖

アクティビティや 
アトラクションが豊富な 
国際的観光都市 

• ナイアガラの滝
• ザ・ショー・フェスティバル
• カジノおよびライブエン 

タテイメント
• フェスティバルやイベント
• 世界トップクラスのお食事

A+ 教育の選択肢および
留学生向けプログラム

• 小学校 137校
• 中学・高校 26校
• 私立学校 11校
• ナイアガラ・カレッジ
• ブロック大学

ナイアガラの 
ワインルート 

96以上 のワイ
ナリー 

クラフトビール革命

13以上 のビール醸
造所があり
さらに増加中

おまけナイアガラの
独特な地理条件が生み出す微
気候により、カナダ最良の天気
の恩恵を受けています。
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ナイアガラに
住む

多くの人にとって、ナイアガラといえば、世界
的に知られるナイアガラの滝が頭に浮かぶで
しょう。しかし、ナイアガラはそれだけではあ
りません。カナダのナイアガラ地域は、オンタ
リオ州南部のゴールデンホースシューと呼ば
れる、トロントと国境との間を占める理想的
な場所にあります。



ナイアガラに住む：

立地

車で1日の距離内に 
1億3,000万人が居住
800 KM 
(500マイル)

カナダのナイアガラ地域にあるのは、ナイアガ 
ラの滝だけではありません。中規模の都市や小
さなまちや村など多くのコミュニティからなる地
域です。

• ナイアガラ地方の12の自治体 フォートエリー，
ペルハム，グリムズビー，リンカーン，ナイアガ
ラ・ファールズ，ナイアガラ・オン・ザ・レイク，  
ポート・コルボーン，セントキャサリンズ，ソロル
ド，ウェインフリート，ウェランド，ウェスト・リン
カーン

• この地域は総面積 1,852 km2 を占め、人口
449,098 人を擁しています。

• この地域にはセント・キャサリンズ、ナイアガラ・
フォールズ、ウェランドという３つの都市部があ
ります。

• 目印となる主な自然景観として、オンタリオ湖、
エリー湖、ナイアガラ断崖があります。

• 車で30分の距離にほぼ200万人が住んでおり、
今後も成長を続ける地域の一部です。

• ナイアガラ地域は、カナダの最大都市トロント
から車や公共交通機関を使って120 km の距
離にあります。トロントからは、美しい景観を楽
しみながら車で行くのも良いですし、夏季運行
のGOトレインでくつろいで行くのも良いでしょ
う。2021年にはトロントとの間を年中無休の
GOトレインが運行開始の予定です。

• 車で1時間の距離内に米国との国境検問所が5
つ、空港が7つあり、ナイアガラ地域からは世界
のどこへでも容易にアクセスできます。
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CANADA

USA

ナイアガラに住む：

立地
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ナイアガラに住む：

生活基盤を築く
住む場所を見つける
ナイアガラ地域に到着してまず最初にすべきことは、住む場所を見つけることです。住居を見つけるの
は時に困難なことですが、ナイアガラ地域には多くの住居の選択肢があり、便利な施設やコミュニティ
サービス、住宅扶助の申請場所に近い、手頃な価格のものが見つけられます。市内か郊外、家屋 かア
パートか、など多くの選択肢から希望に沿ったものを見つけましょう。 

仕事の機会 
ナイアガラ地域は、快適に生活を送るのに十分な賃金の仕事が見つけられる理想的な場所です。ナイ
アガラ地域の主な雇用主は普段から従業員を募集していることが多く、様々な産業や職種にわたり
企業が求人の職務内容と応募要件を掲載している場所が数多くあるので、そこで仕事を探すことがで
きます。

事業を始める
ナイアガラ地域では比較的容易に事業が始められます。どれくらい簡単なのでしょう。ナイアガラ地 域
は、オンタリオ州でも第2番目に総合的な事業のコスト競争率に優れた場所であり、調査対象である
米国の76の行政区のどれよりも優れた競争率を示しています。起業家の方々は、ナイアガラ地域にあ
る数多くの事業支援組織を利用することにより、起業に際して多くの支援があることにお気づきにな
るでしょう。

医療と安全 
オンタリオ州の基本的な医療サービスは、オンタリオ医療保険制度（OHIP）がカバーしています。ナイ
アガラ地域の医療は、公的資金で運営されるナイアガラヘルスシステムが提供しており、病院が6つと
その他数多くの医療施設があります。 

ナイアガラ地域警察はナイアガラ地域の住民とそこを訪れる人々の安全を守ります。ナイアガラ地 域
は、カナダの都市圏の中で、犯罪率の低さにおいてトップ10に入ります。
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ナイアガラに住む：

教育
児童養護サービス
乳幼児の親御さんは託児サービスを容易に見つけることができ、安心してお子さんを仕事に専念する
ことができます。また、EarlyONセンターでは、子供連れで親御さんや保護者が子供を連れて集まり、
他の家族や子育ての専門家と交流することができます。さらに、モンテッソーリスクールや公認 託児所
も、優れた教育とケアを提供しています。

初等・中等教育（小・中・高校） 
オンタリオ州の全児童は、18才まで、あるいは高校を卒業するまで、学校に通うことが義務付けられて
います。ナイアガラ地域では、18才未満の児童向けに、質の高い初等・中等教育を提供する4つの確立
された公立学校制度（無料）がある他、私立学校も多数あります。

高校卒業後 
高校卒業以降、学生はブロック大学またはナイアガラ・カレッジで、中等教育後の勉強を続けることが
できます。両校とも、優秀な学術プログラム、最先端の研究、世界レベルの施設を誇ります。また、近隣
に他の大学やカレッジが15校以上あります。

* カナダの永住権を未取得で、6ヶ月以上にわたるナイアガラ地域への留学 を計画している場合は、
カナダへの渡航前に留学許可を取得する必要があることにご留意下さい。

留学生
中等教育および中等教育以後の公立・私立校の多くで、留学生向けに幅広いプログラムが用意されて
おり、カナダでの生活への移行を助ける様々な支援サービスがあります。たとえば、以下のようなサー
ビスがあります。
• 英語語学講座
• 出迎えサービスと留学生向けオリエンテーション
• 医療保険
• クラブおよび文化的アクティビティ
• 幅広いサポート

願書の提出方法については各学校にお問合
せ下さい。
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ナイアガラに住む：

アクティビティ
ナイアガラ地域には楽しいことが無尽蔵にあります。車に乗ってすぐに絶景の滝を見に行ける距離に
あり、かつワイン生産地の真っ只中にいるというのは住民の特権です。世界トップクラスのアトラクショ
ンを求めて多くの観光客がやってくる一方で、ここに住むあなたはどこにも行く必要がないのです。

ナイアガラ地域に住むということはすなわち、数多くあるワイナリのいずれかで新たなお気に入りの 
ワインを片手に地元で作られたチーズを楽しんだり、世界トップクラスのお芝居を観たり、ナイアガラ
川を見下ろしながらゴルフをしたり、人気のスパでリラックスしたりできるということです。また、滝の 
轟音に圧倒されたり、UNESCOの生物圏保存地域であるナイアガラ断崖が見せる自然の神秘に感嘆
したり、ナイアガラパークウェーの世界で最も美しい日曜のドライブを満喫したりするということです。

どんな季節でも、ナイアガラ地域では毎日必ず何かしら予定が組まれています。素晴らしい天気と美
味しい空気を堪能しましょう。毎月、コミュニティのイベントやフェスティバルが数多く催されています。 

世界有数の観光地に住むメリットは大小含めて何百もあります。
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ナイアガラに住む：

レクリエーションと
アウトドア
ナイアガラ地域が持つ独特の地理条件のおかげで、当地にははっきりとした四季があり、どの季節で
も新鮮な空気とレクリエーション、アウトドアが楽しめます。

春、夏、秋は、地域の300 kmにも及ぶバイクトレイルや48のゴルフコース、39ヶ所ある自然保護区、エ
リー湖やオンタリオ湖の湖岸が楽しめる最高の季節です。また、カナダ最長の遊歩道であるブルース・
トレイルのハイキングでナイアガラ断崖の自然の驚異を味わうことができる最適な季節でもありま
す。冬は、カナダの国技であるアイスホッケーにチャレンジしたり、地域に30ヶ所以上あるスケート場で
スケートしたりするのも良いでしょう。

一年を通してどの季節でも、公共のプールやスポーツ施設、コミュニテ
ィセンターなど優れたレクリエーション施設には事欠きません。



ナイアガラに
移住しよう 

新たな住居を選び、引越し、職を見つ
けるのは時に困難なことでしょう。 
ナイアガラ地域では、そうしたことが
なるべくスムーズに行えるよう多くの
支援を提供しています。移住手続、住
居探し、職探し、政府やコミュニティの
サービスへのアクセスを含め、生活基
盤づくりの全過程において支援が用
意されています。
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ナイアガラに移住する：

渡航前に 
すべきこと
ナイアガラ地域での生活の準備をお手伝いする無料の渡航前サービス（オンライン、またはじかに提
供）の数多くあり、カナダ政府が資金援助しています。また、カナダ政府のホームページには必要書類
に関する最新情報が掲載されています。

永住権を取得した時点でカナダ政府はナイアガラ地域以外の場所にお住いの場合は、渡航前サービ
スが以下の点で役立ちます。

•  カナダでの生活について知る

•  カナダでの職探し、労働市場や
情報へのアクセスを得る

•  カナダ社会に適応するため、言語やスキル
を学ぶ

•  渡航後に利用できる無料の移住支援サー
ビスについて知る

必要なサービスにどれだけでも無料で登録可能です。 
役立つであろうサービスには以下のようなものがあります：

アクセスカナダ雇用コネクシ 
ョンでは、海外で教育を受け
た新移住者が工学、金融サー
ビス、人材、情報テクノロジー、
営業、マーケティングなどの分
野に就職できるよう支援する
オンラインサービスを提供して
います。

Build ON は、新移住者がオン
タリオ州で専門職につけるよう
その準備を支援します。

カナダ・アプレンティスシップ 
（技能訓練）フォーラムは、新
移住者が技能訓練を受け、専
門職につけるようその準備を
支援するオンラインサービス
です。

カナダへの渡航の準備 
のホームページでは、経済クラ
スと家族呼び寄せクラスの移
住者に対し、オンラインおよび
直接のサービスと渡航前のオ
リエンテーションを提供し 
ます。

PrepCanは、経済クラスの移住
者、その配偶者、および成人の
扶養者に、渡航前の雇用関連
サービスをオンラインで提供し
ています。労働市場 に関する
情報、履歴書作成や面接に必
要なスキル、職探しに関する支
援が得られます

渡航前の食品安全管理研修プ
ログラムでは、飲食品産業に従
事しようとする新移住者向け
に研修プログラムをオンラ 
インで提供しています。

Settlement.org では、渡航前
のウェビナー（オンラインセミ
ナー）、参考資料、個人化され
た移住計画作成などのサー 
ビスを提供しています。

カナダ政府のホームページで、渡航前サー
ビスの完全リストをご覧下さい。
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ナイアガラに移住する：

生活基盤 
を整える
ナイアガラ地域に到着直後は大変忙しい日々を過ごすことになることでしょう。必ず時間を十分割い
て、必要なプログラムすべてに登録し、書類作成をすることが大切です。到着直後にすべきことは以下
の通りです。

まず移住サービスプロバイダを訪ねましょう。 
渡航後まずすべきことを確認し、必要なサー 
ビスを見つけたり、コミュニティに参加したりす
るのを支援します。

住居を見つける

社会保険番号の申請をする

求職のため雇用カウンセラーに会う

医療保険証の申請をする 

市内の道路や自転車道のマップを入手する

銀行口座を開設する

主治医（ファミリードクター）を見つける 

英語語学講座の受講を検討する

子供を学校に登録する

児童養護サービス：託児所を探す 

最寄の公共図書館を見つける

オンタリオ州運転免許証の申請をする

民族・文化団体や 宗教団体に所属する

自分の権利に関する情報を得る

カナダの法律や所得税に関する要件 
について知る
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ナイアガラに移住する：

生活に 
慣れる
ナイアガラ地域への新移住者は、移住サービスを提供する機関やコミュニティとの交流を
支援する組織が数多くあることに気付くでしょう。

移住ワーカーとの接触は、情報やサポートを得るための第一歩です。移住ワーカーは次のよう 
な支援をします。

• 自分の住むコミュニティについて詳しく知る

• 最新の情報や資料を得る

•  雇用主、大家、政府や市町村のサービス、法律サービスなどとのコミュニケーションを助ける

• 書類の記入を助ける

•  個人的な問題や困った状況について、サポートを提供したり専門のサービスを紹介したりする

•  速やかな移住に必要な、雇用、医療、教育、法律関連の書類を翻訳する（制限あり）

• 通訳者を紹介する

何から始めたらよいのかわからなくてお困りですか？電話で211にダイヤルして下さい。211は、オンタ
リオ州のコミュニティ、社会・医療サービスを検索するための、優れた情報参照ヘルプラインおよびオ
ンライン目録です。高度な訓練を受けたコミュニティサービスの案内係が211ヘルプラインの回答を
担当しています。

サービスは、ナイアガラ地域の各地において英語とフランス語の両言語
で提供されています。他にも多くの言語によるサービスが多言語移住ス
タッフを通して提供されています。
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ナイアガラに移住する：

よくある 
誤解
誤解：カナダ人と結婚すると、自分もカナダ国民になる。
カナダ人と結婚しても自動的にカナダ国籍が得られるわけではありません。カナダ国籍を取得 
したい場合は、必要な手続を取る必要があります。 

誤解：カナダに来るためには仕事のオファーが必要である。
仕事も１つの方法ですが、カナダに移住する方法は他にもあります。
観光客、投資家、学生、臨時労働者、永住者として、カナダに渡航する申請が可能です。

誤解：移住プログラムでは、カナダのどこに住むかが限定される。
カナダの永住権を取得すると、国内のどこに住むのも、どこで働くのも自由です。

誤解：カナダに移民申請するには代理人が必要である。
カナダに移民申請する上で、代理人は不要です。しかし、申請者の中には、専門家に記入内容を審査し
てもらい、記入漏れの無いよう、承認の確率が最大となるよう確認を依頼する人も多くいます。カナダ
であなたのカナダ移民申請の代理ができるのは、自分以外に、以下の人に限られます。

• 州弁護士会において評価の高い認定弁護士。

•  カナダ政府公認移民コンサルタント (ICCRC)に登録しているコンサルタント。
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ナイアガラに移住する：

よくある 
質問
カナダのナイアガラ地域に移住するにはどのように申請すればいいでしょうか？
カナダ移民局（IRCC)が移民政策を管理しており、誰がカナダに入国できるかを決定します。カナ 
ダ移民局 (IRCC) のホームページで、カナダへの留学、就労、移民の申請、カナダ国籍、PRカード 
(永住カード）、難民の申請ができます。

カナダ国籍取得のための言語要件は何ですか？
カナダには公用語が2つあります: 英語とフランス語です。いずれかの言語の語学力を証明するものを
提出する必要があります。

エクスプレス・エントリーとは何ですか？
エクスプレス・エントリー (EE)は、オンラインの移民申請システムです。ここでは、プロフィールを提出し
て、熟練技能を持った移民として申請することができます。高ランキングの候補者は、永住の申請をす
るよう招待されます。

渡航前サービスとは何ですか？
渡航前サービス は、カナダへの移住を許可された人々向けの、無料のオンラインあるいは直接のプロ
グラムです。

その他のよくある質問は、WWW.SETTLEMENT.ORGをご覧下さい。



詳細は以下のホームページをご覧下さい
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