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会場案内公式プログラム
認定NPO法人ふるさと回帰支援センター

illustration
やまなかももこ

東京国際フォーラムホールE
JR・東京メトロ有楽町駅より徒歩1分　地下コンコースにて連絡

10：00～
16：30 10月16日●土 17：40～20：30

東京国際フォーラムホールB7
■基調講演  宮台  真司　東京都立大学教授
   コロナ後の日本を俯瞰する「̶共同体を軸とした社会システムのあり方を問う̶」
■パネルディスカッション
「コロナ後の生き方・暮らし方、地方創生を考える」

パネリスト
高原  剛   内閣官房まち・ひと・しごと創生本部事務局地方創生総括官
椎川  忍   一般財団法人地域活性化センター理事長
高橋  公   NPO法人ふるさと回帰支援センター理事長
モデレーター 嵩  和雄   國學院大學准教授

前夜祭シンポジウム入場無料
事前予約制

国 内 最 大 級 の 移 住 マ ッ チ ン グ

いま、移住という生き方を選ぶ ふるさと回帰宣言！

日本全国ふるさとマルシェ

全国移住相談ブース
地方暮らしコーナー

10月17日●日
入場無料
詳細はホームページをご覧ください。
前夜祭シンポジウムの予約お申し込みもこちらから。
https://event.furusatokaiki.net/fair2021/
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・イベントは新型コロナウイルス流行の現状を考慮し、中止または内容を一部変更する場合があります。
  詳しくはホームページをご覧ください。

・混雑時の入場制限等を行うことがありますので、あらかじめご了承ください。
・感染拡大防止のため、入場時に必要事項の記入と実施する対策へのご協力をお願いします。

ご来場のお客様へ

新型コロナウイルスの流行に伴うイベント運営及びご来場について

新型コロナウイルス等の感染予防・拡散防止の為、下記のご理解・ご協力をお願いいたします。

・体調に不安のある方は、ご来場をお控え下さい。
・会場入口等に消毒液を設置しておりますので、適宜ご利用ください。
・会場内では、常時マスクの着用をお願いします。
・会場内で気分が優れない、体調が悪くなった場合はお近くのスタッフまでお声掛けください。
・感染予防・拡散防止のためスタッフはマスクを着用させていただきます。

イベントご来場の皆様へ

イベント実施について

新型コロナウィルス接触確認アプリ
(COCOA) のご利用を推奨します。
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c o n t e n t s
第 1 7 回 　 ふ る さ と 回 帰 フ ェ ア 公 式 プ ロ グ ラ ム

フェア フロアマップP.26

就農案内 農業を仕事にしよう
全国新規就農相談センター（一般社団法人全国農業会議所）P.18

相談窓口紹介／フロアマップ／ハローワーク

ふるさと回帰支援センターとはP.57

主　　催：認定NPO法人ふるさと回帰支援センター
共　　催：総務省　厚生労働省　文部科学省　農林水産省　オーライ！ニッポン会議
後　　援：経済産業省　国土交通省　環境省　地方六団体（全国知事会　全国都道府県議会議長会　全国市長会　全国市議会議長会　全国町村長会　全国町村議会議長会）　
　　　　　（一財）都市農山漁村交流活性化機構　（一財）地域活性化センター
協　　力：内閣官房まち・ひと・しごと創生本部事務局　JAグループ　（一社）全国農業会議所　全国森林組合連合会　日本生活協同組合連合会　パルシステム生活協同組合連合会
　　　　　（一社）全国労働金庫協会　全国労働者共済生活協同組合連合会　日本政策金融公庫　NPO日本ファイナンシャル・プランナーズ協会
協　　賛：オイシックス・ラ・大地（株）　アットホーム（株）　（株）トラストバンク　　他

地方における住まいの探し方
WITH コロナ時代の物件の探し方！ ふるさと情報館　中村健二／監修P.10

P.22 移住先を選ぶポイント

FPが教える！「地方移住」で気になるお金の話
特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会P.14

P.29 出展自治体・団体のご紹介

P.5 第17回 ふるさと回帰フェアによせて 高橋　公
認定NPO法人ふるさと回帰支援センター 理事長

P.8 出展自治体・団体一覧

P.6 第17回 ふるさと回帰フェア
　　 １０月１６日（土）　前夜祭　シンポジウム
　　 １０月１７日（日）　全国移住相談ブース
　　　　　　　　　　 日本全国ふるさとマルシェ
　　　　　　　　　　 地方暮らし応援コーナー
　　　　　　　　　　　　　   「地方移住初心者向けセミナー」ミニセミナー in

ふるさと回帰フェア
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アフターコロナの
日本社会の
あり方を展望する

2021年10月
認定NPO法人 ふるさと回帰支援センター

認定NPO法人
ふるさと回帰支援センター

理事長　高橋  公

ふるさと回帰支援センターは今年、設立 19 年になります。早いもので、来年
は 20 年。いつの間にかという感がしてなりません。
　もともとは、1960 年代に集団就職などでふるさとを離れた、いわゆる団塊世
代のふるさと回帰を進め、地域からこの国を再生できないかと連合の呼びかけで
経団連から農協、生協などさまざま団体の協力を得ながら「100 万人のふるさと
回帰運動」として 2002 年 11 月に立ち上げたものです。低迷の時もありました。
しかし、2008 年のリーマンショックが、若者たちに地方で暮らすことや働くこ
とによって新たな可能性を明らかにし、希望を与えました。そして、その当時、
移住に踏み切り、ふるさと回帰した先輩移住者はすでに 10 年を越え、先輩移住
者としてそれぞれの地域に根ざし、成果を上げ、活躍しています。
　振り返れば、1990 年代前半のバブル崩壊が、経済的成長が全てであるかのよ
うな国造りに疑問符を投げかけ、新たな価値観による国造りを提案すべきだった
にもかかわらず、小手先の政策展開で喫緊の課題解決を先送りし、リーマンショッ
クという金融危機に見舞われ、現在まで続く「失われた 30 年」と言われるデフ
レ下のもとでの低成長、経済の低迷につながっているように思います。
　こうした中で、昨年来のコロナ禍が追い打ちをかけるように、日本社会に新た
な価値観による国造りを迫っているように思われます。それはすなわち、グロー
バル化や一極集中の見直し、分散型社会の推進など効率化優先の政策推進の見直
しではないでしょうか。
　こうしたこともあって、4 回に渡る緊急事態宣言の発出もあり、移住相談件数
は若干減少気味ではありますが、移住実績は全国的にはっきりとした増加傾向に
あります。
　では、何が課題かといえば移住希望者に比べ、移住者を受け入れ、本気になって
地域再生や活性化に取り組みたいという自治体がまだまだ少ないということです。
当面、1,000 自治体のふるさと回帰運動への参加を国民的取り組みとして展開した
いと思っています。
　コロナ禍であったとしても、地域の過疎化・少子化・高齢化は待ったなしで進
みます。コロナ禍を克服し、安全・安心な明日に希望の持てる地域づくりのため
にも、さらなるふるさと回帰運動の推進は待ったなしで求められています。

　第 17 回ふるさと回帰フェア 2021 への参加ありがとうございます。コロナを
乗り越え、希望の持てる地域創生のために頑張っていきましょう。

第17回 ふるさと回帰フェアによせて第17回   ふるさと回帰フェアによせて

5



6

東京国際フォーラム
◎JR
　山手線・京浜東北線　有楽町駅より徒歩1分
◎東京メトロ
　有楽町線　有楽町駅　B1階地下コンコース連絡
　日比谷線・千代田線　日比谷駅より徒歩5分
　銀座線・丸ノ内線　銀座駅より徒歩5分
◎都営地下鉄
　三田線　日比谷駅より徒歩5分

東京国際フォーラム ホールB7（7階）

10月16日（土）

前夜祭シンポジウム
2021年

事前登録制

東京国際フォーラム ホールE
2021年 10月17日（日）

P29より、出展自治体・団体の相談窓口を紹介しています。
ご参考の上、各ブースに足をお運びください。

詳しくはフロアマップ・相談窓口をご覧下さい

認定NPO法人
ふるさと回帰支援センター 理事長高橋  公

1947年生まれ。福島県出身。早稲田大学中退後、1977
年自治労本部入職。1997年連合出向、社会政策局長在任
中に「 100万人のふるさと回帰運動」を提唱。JA全中・経
団連・日生協などとのネットワークを形成し、2002年に
ふるさと回帰支援センターを設立。神道夢想流杖道5段。

主催者挨拶

17:30開場
17:40

ふるさと暮らしをはじめるには、仕事や住まいのことなど、さまざまな
問題を解決しなければなりません。「全国移住相談ブース」は、そうした
問題を解決するための力強い場所として、毎年高い評価を受けています。
日本全国をほぼ網羅していますので、行っ
てみたい場所や興味のある地域などにつ
いて、地域の移住担当者から直接話を聞く
ことができます。ふるさと暮らしの第一歩
として、あるいはさらに深い情報を得るた
めに、ぜひご活用ください。

全国移住相談ブース
B2階  ホールE10:00〜16:30

B1階  ロビーギャラリー

「日本全国ふるさとマルシェ」では、新鮮な生鮮
食品や地域で自慢の加工食品などを販売して
います。出店しているのはフェア参加自治体を
中心に、関連企業やNPO法人などです。毎年
恒例となっていますが、今年もさらに充実した
産品をお届けしたいと、出店者もより一層努力
しています。

「省庁・企業エリア 地方暮らし応援コーナー」
では、各省庁と協賛する企業が集結。地方で
働く体験型PRでは農林漁業者団体の活動を紹
介。各種個別相談も受け付けています。その
ほかにも、就職支援や新しいライフスタイルの
提案など、移住を側面から応援しています。

日本全国ふるさとマルシェ
省庁・企業エリア 地方暮らし応援コーナー

10:00〜16:00

テーマごとに講師を招いて移住初心者向けのセミナーを開催します。
詳細はP7をご覧ください。

ミニセミナー in ふるさと回帰フェア
「地方移住初心者向けセミナー」

B2階  ホールE  ミニステージ10:30〜15:45

17:50

「コロナ後の日本を俯瞰する
―共同体を軸とした社会システムのあり方を問う―」

基調講演

東京都立大学教授宮台真司
東京都立大学教授。社会学者。映画批評家。1959年仙台市生
まれ。京都市で育つ。東京大学大学院博士課程修了。社会学博士。
権力論、国家論、宗教論、性愛論、犯罪論、教育論、外交論、文
化論などの分野で単著20冊、共著を含めると100冊の著書。近著
は『14歳からの社会学』『〈世界〉はそもそもデタラメである』など。

第17回

2021

フェア

新型コロナウイルス接触確認アプリ（COCOA）のご利用を推奨します。

19:00〜20:30

パネルディスカッション

「コロナ後の生き方・暮らし方、地方創生を考える」

高橋  公
認定NPO法人
ふるさと回帰支援センター 理事長

パ ネリスト モデレーター

嵩  和雄
國學院大學准教授

パ ネリスト 内閣官房まち・ひと・しごと創生本部事務局
地方創生総括官高原  剛

1961年岡山県生まれ。1984年自治省入省。2004年長崎県総務部
長、2013年岐阜県副知事、2015年東京オリンピック競技大会・東京
パラリンピック競技大会推進本部事務局企画・推進統括官、2016年
総務省公務員部長、2017年地方公共団体情報システム機構副理事
長、2019年総務省自治行政局長などを経て、2021年７月より現職。

パ ネリスト 椎川  忍 一般財団法人地域活性化センター 理事長

1953年生まれ。秋田県出身。1976年自治省入省。島根県総務部長、
総務省自治財務局長、地域力創造審議官（初代）など歴任後、2012
年退官。現在は、（公財）日本ゲートボール連合会長、（一社）移住・
交流推進機構業務執行理事、総務省地域力創造アドバイザー、内閣
官房地域活性化伝道師、地域に飛び出す公務員ネットワーク代表など。
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B2 階  ホール E  ミニステージ

ミニセミナー in ふるさと回帰フェア

「地方移住初心者向けセミナー」

「東日本大震災から10年
  飯舘村からのメッセージ」

1941年神奈川県生まれ。元物理研究者。東京大学理学部大学院物理専攻
修士課程修了（高エネルギー加速器物理学）。IT企業の経営や、社会シス
テムデザインの研究など多岐にわたる活動ののち、福島県飯舘村に移住
している。ボランティアと研究者を結集して「ふくしま再生の会」を結成
し、飯舘村で自然と人間の共生の道を探っている。

講師：田尾 陽一
（NPO 法人ふくしま再生の会理事長）

  飯舘村からのメッセージ」

14:30
～ 15:45

セミナー4

「事業承継×移住
　継業付き地域おこし協力隊の可能性」

宮崎県出身。2008年株式会社サーチフィールド創業時に参画。2012年「地域
×クラウドファンディング FAAVO（ファーボ）」立ち上げ。2018年株式会社
CAMPFIREに事業譲渡し移籍。同社執行役員を経て、2020年株式会社ライト
ライト設立。クラウド継業プラットフォーム「relay（リレイ）」を立ち上げる。

講師：齋藤 隆太
（株式会社ライトライト　代表取締役）

　継業付き地域おこし協力隊の可能性」

13:00
～ 14:15

セミナー3

10月17日（日）

「どうなる？！暮らし
  『今』から『移住後』
～押さえておきたい、気になるお金のポイント～」

1950年山口県生まれ。中小企業等で経理経験45年間、消費生活相談員8年間
従事。50歳でＦＰ資格に挑戦、ＣＦP®取得。コンサルティング、セミナーを
中心に活動中。グッドライフクリエイター／エンディングコンシェルジュとし
てライフプランの必要性を伝えている。山口県移住コンシェルジュとして、移
住者・地域おこし協力隊のライフプラン、起業相談にも応じている。

講師：中村 久枝
（株式会社 FP オフィス縁代表取締役）

  『今』から『移住後』
～押さえておきたい、気になるお金のポイント～

12:00
～ 12:50

セミナー2

「移住の先にある暮らし
　～福岡県福津市津屋崎～」

講師：山口 覚
（NPO 法人地域交流センター津屋崎ブランチ代表）

福岡県出身。1993年鹿島入社。1999年国土技術研究センターに出向中、ハード
事業での地方活性化に限界を感じ、2002年NPO法人地域交流センターに転職、
全国の地域づくりに携わる。2009年、福津市津屋崎に移住し、古民家再生、起
業家育成など、地域の活性化と移住者の支援に取り組む。LOCAL&DESIGN株式
会社代表取締役、一般社団法人まち家族代表理事、慶應義塾大学大学院特任教授。

　～福岡県福津市津屋崎～」

10:30
～ 11:45

セミナー１
（NPO 法人地域交流センター津屋崎ブランチ代表）

まちづくりの原点は「対話」だという信念
のもと、地域の活性化と移住者の支援に
取り組む、元ゼネコンの一級建築士。
数百人の移住者を受け入れた経験から、
現場のリアルなお話をしていただきます。

」

地方と都会では、かかるお金にど
のような違いがあるのでしょうか？
働き方や子育て事情などによって
大きく変わってきます。お金の話、
移住後に後悔しないために、ぜひ
聞いておきたいお話です。

）

高齢化する経営者から事業承継する
「継業家」が増加しています。私たち
relayは「事業承継をオープンに。」を
スローガンに、2025年の「大廃業時
代」を「大継業時代」へ捉え直します。

（NPO 法人ふくしま再生の会理事長）

東日本震災から10年の節目の年。飯舘村での
「NPOふくしま再生の会」の活動を振り返り、
都市から地方への流れを生むために、「若手の
MARBRiNGと地域おこし協力隊」とともに、自然
の中で人間の新しい生き方について熱く語ります。

第17回

2021
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出展自治体・団体一覧

※出展者は予定です。予告なしに変更する場合がございますのでご了承ください。

北海道、函館市、旭川地域産業活性化協議
会（旭川市・鷹栖町・東神楽町・東川町）、
芦別市、深川市、蘭越町、沼田町、上川町、
東川町、美瑛町、上士幌町、浜中町、別海町、
NPO法人北海道ふるさと回帰支援セン
ター、（一社）北海道機械工業会

北海道

青森県、弘前市、八戸市
青森県

岩手県（いわて暮らしサポートセンター）、
盛岡市、遠野市、八幡平市、雫石町

岩手県

秋田県、秋田市、能代市、にかほ市
秋田県

山形県（ふるさと山形移住・定住推進セン
ター）、山形市、米沢市、鶴岡市、村山市、
大江町、白鷹町ふるさと移住推進協議会、
飯豊町

山形県

福島県、福島市、会津若松市、いわき市
（IWAKIふるさと誘致センター）、喜多方市、
南相馬市、伊達市、本宮市、桑折町、金山町、
石川町、NPO法人ゆうきの里東和ふるさと
づくり協議会

福島県

宮城県、石巻市、気仙沼市、白石市、登米市、
栗原市、東松島市、大崎市、南三陸町

宮城県

田舎暮らし「楽園信州」推進協議会（長野県）、
長野市、長野市（地域おこし協力隊）、松本市、
上田市、須坂市、伊那市、中野市、飯山市、
茅野市、佐久市、諏訪湖移住プロジェクト（岡
谷市・諏訪市・下諏訪町）、原村、宮田村、
阿智村、平谷村、下條村、木曽町、木島平村、
小川村、諏訪湖・八ヶ岳エリア

長野県

茨城県、那珂市
茨城県

群馬県、前橋市、渋川市、中之条町
群馬県

埼玉県、行田市
埼玉県

千葉県、旭市、勝浦市、南房総市、香取市、
いすみ市（いすみ市定住促進協議会）、御宿町

千葉県

栃木県、足利市、小山市、下野市
栃木県

神奈川県、小田原市、山北町
神奈川県

新潟県（にいがた暮らし・しごと支援セン
ター）、新潟市、長岡市、柏崎市、小千谷市、
燕市、妙高市、上越市、湯沢町

新潟県

山梨県、山梨市、甲斐市、上野原市、富士
河口湖町

山梨県

香川県
香川県

愛媛県、松山市、西予市、松野町
愛媛県

高知県移住・交流コンシェルジュ
高知県

福岡県、北九州市、飯塚市、柳川市
福岡県

佐賀県、唐津市、伊万里市、嬉野市
佐賀県

ながさき移住サポートセンター（長崎県）
長崎県

宮崎県、西都市
宮崎県

沖縄県・国頭村、多良間村・与那国町
沖縄県

おんせん県おおいた（移住全般・就農・就
職）、大分市、中津市、佐伯市、津久見市、
豊後高田市、宇佐市

大分県

鹿児島県、鹿児島市、鹿屋市、出水市、霧
島市、志布志市、さつま町、奄美の島ちゅ
のみなさん

鹿児島県

熊本県（くまもと移住定住支援センター）、
熊本市、菊池市、上天草市、天草市

熊本県

徳島県、阿南市、美馬市、美波町
徳島県

（公財）ふるさと鳥取県定住機構
鳥取県

島根県
島根県

岡山県、岡山市、津山市、おかやま高梁川
流域（倉敷市・笠岡市・総社市）

岡山県

広島県、広島市、三次市
広島県

「住んでみぃね！ぶちええ山口」県民会議
（山口県）、うべ移住定住サポートセンター、
山口市、岩国市

山口県

和歌山県、橋本市、田辺市
和歌山県

兵庫県、神戸市、洲本市、豊岡市、丹波市、
南あわじ市、朝来市、淡路市、たじま田舎
暮らし情報センター

兵庫県

静岡県、静岡市、浜松市、藤枝市、牧之原市
静岡県

滋賀移住・交流促進協議会
滋賀県

京都府（京都移住コンシェルジュ）
京都府

大阪ふるさと暮らし情報センター
大阪府

三重県、鳥羽市、熊野市、紀宝町
三重県

愛知県
愛知県 石川県、金沢市、能登地域移住交流協議会

（七尾市・羽咋市・中能登町）、宝達志水町、
穴水町、加賀白山定住機構、能登定住・交
流機構、（公財）いしかわ農業総合支援機構

石川県

岐阜県、ぎふ西美濃
岐阜県

福井県（福井暮らすはたらくサポートセン
ター）

福井県

「くらしたい国、富山」（富山県）、魚津市、南
砺市、とやま呉西圏域（高岡市・氷見市・砺
波市・南砺市・小矢部市・射水市）、立山町

富山県
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富山県

茨城県

栃木県
群馬県

埼玉県

千葉県
東京都
神奈川県

新潟県

山梨県

長野県

北海道

青森県

岩手県

宮城県

秋田県

山形県

福島県

鳥取県

島根県
岡山県 滋賀県

大阪府
奈良県

広島県

山口県

和歌山県

兵庫県
京都府

石川県

岐阜県
福井県

愛知県 静岡県

三重県

徳島県

沖縄県

長崎県
熊本県

宮崎県

鹿児島県

大分県

香川県

高知県愛媛県福岡県
佐賀県

出展自治体・団体一覧

※出展者は予定です。予告なしに変更する場合がございますのでご了承ください。

北海道、函館市、旭川地域産業活性化協議
会（旭川市・鷹栖町・東神楽町・東川町）、
芦別市、深川市、蘭越町、沼田町、上川町、
東川町、美瑛町、上士幌町、浜中町、別海町、
NPO法人北海道ふるさと回帰支援セン
ター、（一社）北海道機械工業会

北海道

青森県、弘前市、八戸市
青森県

岩手県（いわて暮らしサポートセンター）、
盛岡市、遠野市、八幡平市、雫石町

岩手県

秋田県、秋田市、能代市、にかほ市
秋田県

山形県（ふるさと山形移住・定住推進セン
ター）、山形市、米沢市、鶴岡市、村山市、
大江町、白鷹町ふるさと移住推進協議会、
飯豊町

山形県

福島県、福島市、会津若松市、いわき市
（IWAKIふるさと誘致センター）、喜多方市、
南相馬市、伊達市、本宮市、桑折町、金山町、
石川町、NPO法人ゆうきの里東和ふるさと
づくり協議会

福島県

宮城県、石巻市、気仙沼市、白石市、登米市、
栗原市、東松島市、大崎市、南三陸町

宮城県

田舎暮らし「楽園信州」推進協議会（長野県）、
長野市、長野市（地域おこし協力隊）、松本市、
上田市、須坂市、伊那市、中野市、飯山市、
茅野市、佐久市、諏訪湖移住プロジェクト（岡
谷市・諏訪市・下諏訪町）、原村、宮田村、
阿智村、平谷村、下條村、木曽町、木島平村、
小川村、諏訪湖・八ヶ岳エリア

長野県

茨城県、那珂市
茨城県

群馬県、前橋市、渋川市、中之条町
群馬県

埼玉県、行田市
埼玉県

千葉県、旭市、勝浦市、南房総市、香取市、
いすみ市（いすみ市定住促進協議会）、御宿町

千葉県

栃木県、足利市、小山市、下野市
栃木県

神奈川県、小田原市、山北町
神奈川県

新潟県（にいがた暮らし・しごと支援セン
ター）、新潟市、長岡市、柏崎市、小千谷市、
燕市、妙高市、上越市、湯沢町

新潟県

山梨県、山梨市、甲斐市、上野原市、富士
河口湖町

山梨県

香川県
香川県

愛媛県、松山市、西予市、松野町
愛媛県

高知県移住・交流コンシェルジュ
高知県

福岡県、北九州市、飯塚市、柳川市
福岡県

佐賀県、唐津市、伊万里市、嬉野市
佐賀県

ながさき移住サポートセンター（長崎県）
長崎県

宮崎県、西都市
宮崎県

沖縄県・国頭村、多良間村・与那国町
沖縄県

おんせん県おおいた（移住全般・就農・就
職）、大分市、中津市、佐伯市、津久見市、
豊後高田市、宇佐市

大分県

鹿児島県、鹿児島市、鹿屋市、出水市、霧
島市、志布志市、さつま町、奄美の島ちゅ
のみなさん

鹿児島県

熊本県（くまもと移住定住支援センター）、
熊本市、菊池市、上天草市、天草市

熊本県

徳島県、阿南市、美馬市、美波町
徳島県

（公財）ふるさと鳥取県定住機構
鳥取県

島根県
島根県

岡山県、岡山市、津山市、おかやま高梁川
流域（倉敷市・笠岡市・総社市）

岡山県

広島県、広島市、三次市
広島県

「住んでみぃね！ぶちええ山口」県民会議
（山口県）、うべ移住定住サポートセンター、
山口市、岩国市

山口県

和歌山県、橋本市、田辺市
和歌山県

兵庫県、神戸市、洲本市、豊岡市、丹波市、
南あわじ市、朝来市、淡路市、たじま田舎
暮らし情報センター

兵庫県

静岡県、静岡市、浜松市、藤枝市、牧之原市
静岡県

滋賀移住・交流促進協議会
滋賀県

京都府（京都移住コンシェルジュ）
京都府

大阪ふるさと暮らし情報センター
大阪府

三重県、鳥羽市、熊野市、紀宝町
三重県

愛知県
愛知県 石川県、金沢市、能登地域移住交流協議会

（七尾市・羽咋市・中能登町）、宝達志水町、
穴水町、加賀白山定住機構、能登定住・交
流機構、（公財）いしかわ農業総合支援機構

石川県

岐阜県、ぎふ西美濃
岐阜県

福井県（福井暮らすはたらくサポートセン
ター）

福井県

「くらしたい国、富山」（富山県）、魚津市、南
砺市、とやま呉西圏域（高岡市・氷見市・砺
波市・南砺市・小矢部市・射水市）、立山町

富山県

9

第17回

2021



▼民家物件

お お む ね40年
以 上 前 に 開 発
さ れ た 高 原 別
荘 地 に 建 つ 物
件。 夏 場 利 用

を主とした2LDKタイプが多く、床・壁・
天井や窓の断熱性を高める必要がある。

WITH コロナ時代の
物件の探し方！

表1 全国空き家率 総務省統計局（平成31年5月）より国交省が引用（令和元年9月）

　新型コロナウイルスの全世界的な感染拡大によりわたしたち
の日常生活も大きく変化しました。これまで当たり前のように
暮らしてきたことが一転、「三密」を避けるための新たな日常が
始まりました。このような時代にあって、地方暮らしのための
物件探しにもある変化のきざしが…。
　これからの「WITHコロナ時代」。物件探しはどのように変わっ
ていくのでしょうか。ひとつ先行く地方暮らしの物件探しのポ
イントをお話しいたします。

脱都会派に注目
されたペンショ
ンで白馬、蓼科、
清里、那須、伊
豆 高 原 な ど 日

本を代表する別荘地に建つ。部屋数が多
く閑静な環境はこれから注目を集める。

高速道路や大型
スーパーなどの
進出によって国
道のロードサイド
に建つ店舗が物

件として売却されるケース。買えば高額の
冷蔵庫や冷凍庫などの設備が付くことも。

平成の初期に都会から移
住された方々が建てた住
宅。薪ストーブや広いデッ
キ、高気密高断熱住宅の
高性能な住宅で家庭菜園
や果樹なども引き継げる。
都会的なテイストと成熟
したガーデンが魅力。

　では地方物件にはどのような種類があるのでしょうか。以下
代表的なものを挙げてみます。

地方における住まいの探し方

日本の里山の多くで過疎化
が進み空き屋も増えている

人の住まなくなった実家

民家の多くはその地方にお
住まいの方の実家であるこ
とが多い。築100年以上の
ものはザラで、明治初期や
江戸後期の建物が現存す
る。柱や梁などの構造材は
見事で利用価値は高いが、
補修費が大きい。

▼移住者物件

▼別荘物件 ▼店舗物件▼ペンション物件

　全国の空き家率は 13.6%と過去最高。

　総務省が発表した2018（平成30）年における全国の空き家
軒数は849万戸で、5年前と比べ29万戸の増加。空き家率は0.1
ポイントの増加で13.6%と過去最高を記録した。別荘の多い
甲信地域、人口流出の高い四国、九州で目立つ。

POINT!

ふるさと情報館
中村健二／監修
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　自治体の空き家バンク
ページのほか不動産事業
者のホームページや全国
ネットの不動産情報サイ
ト。ドローン撮影や360度
カメラを駆使したサイト
も増加しているため、居
ながらにして物件の概要
が掴める。

　地方物件だけを集めた
雑誌や情報誌もあり参考
にされる方も多い。地域発
の情報が豊富で気になる
失敗談や成功事例なども。
地方経済の本や移住者向
けの小説のほか起業話な
ど多数出版されている。

　地方の各自治体には移住
相談窓口を開設しているとこ
ろが多い。空家バンクにどん
な物件があるのか電話で相
談することもできるし、出向
いて直接担当者とも話がで
きる。20歳〜 40歳の相談も
多いため仕事相談の窓口を
併設しているところも多い。

　Zoom相談会ではテーマ
によっていくつかのグルー
プに分けられる。ずばり物
件探しのコツや二地域居住
のメリットとデメリット、
子育て、新規就農など多彩。
フリートークが中心で後日
個別相談も可能。

これからの時代の
物件探しのコツ

ドローン撮影による物件

表2 空き家バンクの仕組み（山梨県北杜市）

地方暮らしの雑誌や本

360度カメラを使った物件紹介サイト

今夏行われた Zoom 相談会の様子

北杜市移住・仕事相談窓口。今夏の相談
件数は春と比べて3割ほど増えたという

Web サイトで物件を探す

　「WITH コロナ」の時代にあっては、人が多く集まることを避けるために
物件探しにもいろいろな工夫が求められるところ。ズームなどの離れた場所
で行われる相談会へ参加をしてみるのも手です。物件検索をする場合でも
Web サイトは質量とも充実してきています。ここでは物件探しのポイント
となるコツをご紹介します。

Z
　 ズ ー ム 　

oom 相談会で情報収集

移住相談窓口を利用する

地方における住まいの探し方

　物件探しに優先順位をつける。

　自治体担当者や業者に自分がどういう物件を望ん
でいるかを説明するときに大事なのは、「平家で駅
に近いこと、買い物は車で10分以内、スクールバ
スがあること」など具体的な内容です。そして優先
順位をつけること。これは物件探しの鉄則です。

01これからの時代の01これからの時代の
物件探しのコツ01物件探しのコツ

POINT!

地方暮らしの情報を入手する
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地 方 暮らしを希望される
方々のニーズの高まりとと
もに、極特定地域と呼ばれ
る場所の物件情報はありま
せんか？との問い合わせも
増えてきています。北海道
や北東北、四国、山陰、南

九州などでは物件がほとんどない場所もあります。地方の
不動産業者は市街地(都市計画区域内)を中心に活動している
ため、いわゆる過疎地などの物件情報は意外と持っていま
せん。商売にならないからです。そもそも不特定多数に紹
介できるような物件というものが無いかもしれません。そう
いう場所では自治体の移住相談窓口をまずあたってみるこ
と。「物件探しの理由」と「物件の条件」を担当者に具体的に
伝えてください。突破口が見つかるかもしれません。

物件見学後物件のご購入までは一般的
には次のような流れになります。

空き家があっても見知ら
ぬ人には貸さない。これ
は地方物件の鉄則です。
一戸建てを賃貸に出すこ
とは所有者にとっては貸
せば帰ってこないのでは
というリスクがあること

を理解してください。仲介業者は商売にならないと言います。
知人がその町で借りて住んでいるから、というのは個人的
なツテでたまたま借りることができたからです。空き家バン
クや民間業者に問い合わせても戸建て賃貸物件の件数はご
くわずかしかないのが実情です。しかしながら地方では80
歳以上の高齢者が急増するなか、老後の生活資金にと空き
家バンクを通じて貸し出す方々も。賃借人も実家をお借り
するという謙虚な気持ちは忘れてはなりません。

　地元業者の物件を見る場合
は事前にアポイントを取るこ
と。物件によっては鍵の手配
や所有者がお住まいの場合も
あり見学できるかどうかの確
認も必要なため。地方の不動
産業者の多くは一人か夫婦二

人が多く、会社組織はまだまだ少ない。見学者も自分の希望条
件を書き出して優先順位をつけ伝えることがとても大切。

　空き家バンクの趣旨は地域の
誰も使っていない空き家を都会
の方々に利用していただき活性
化を図るもの。そのため地区長
さんなどが来られ地域の行事や
共同作業、地区費などの説明を
する場合も多い。所有者も同席
しますのでその暮らしぶりや物

件の具合なども静かにお聞きされると良いかも。

空き家バンク現地見学会の様子
（2019 年開催のもの）

公営賃貸住宅で空きがある場合もあり
ます。県外者可というところもあり

地元業者との物件相談

地方にはまだまだ埋もれた物件も数多い

空き家バンク見学会に参加してみる

◆賃貸物件を探す

　物件見学時に大切なことはなんでしょう？都会の物件と違い敷地
も広く建物も大きいし、周辺環境も大事。おすすめは敷地の周りを
最低でも 2 回はぐるりと回ってみること。目や耳や鼻など五感を
フルに働かせてください。また服装にもご注意を。長袖長ズボンや
帽子、歩きやすい靴も必需品です。メモ帳もご持参ください。カメ
ラは携帯が便利です。

地元業者の物件を見る

◆物件情報の少ない地域について

区長さんも出席されることが多い

民間事業者の物件案内の様子

物
件
見
学

重
要
事
項
説
明
・

不
動
産
契
約

（
手
付
金
）

決
済

（
残
代
金
）

物
件
の
優
先
権
確
保

１
～
２
ヶ
月

物
件
申
込
み

（
申
込
金
）

物件見学の
ポイントとは？02ポイントとは？02ポイントとは？

地方における住まいの探し方

ホ
ー
ム
イ
ン
ス
ペ

ク
シ
ョ
ン（
希
望
者
）

物件購入までの流れ

POINT!
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　これは物件状況調査といわれるもので、宅建業法ではその斡旋
が義務化されました。この物件大丈夫？という消費者の不安を解
消すべく専門家が契約前に物件の調査をするものです（有料）。買
う側にとっては①検査で建物の状態を見て購入できる。②リ
フォーム費用が算出しやすい、などのメリットがあります。では
専門家はどういう調査をするのでしょうか。住宅の外回り（屋根・
外壁・基礎等）から住
宅内部（床下・天井裏・
水回り・設備等）を写
真付きの診断書にして
報告します。期間は10
日〜 2週間程度。費用
はおおむね10万円前後
が一般的です（出張費
は別途）。

　不動産の購入と税金は切っても切れない結びつきがあります。
ごく簡単に不動産購入の資金計画を述べてみますので参照にして
ください。まず中古物件で個人から購入される場合は売買価格に
は消費税は含まれません。契約書に貼付する印紙税も印紙代で納
めます（ 500万円を超え1000万円までは5千円の印紙税がかかりま
す）。所有権移転費用（登録免許税を含む）は不動産評価額が500
万円とするとおおよそ20万円前後。不動産業者が仲介する場合は
法定の仲介手数料（消費税がかかります）が別途必要です。また、
物件引き渡し後約半年ほどで県税事務所より不動産取得税の納税
通知があります。また購入先と住民票所在地が異なる場合はいわ
ゆる別荘税（ 5千円）が、固定資産税（市町村税）も毎年かかって
きます。管理別荘地やマンションなどは維持管理費が別途必要で
す。財産区などの借地では借地権料が毎年必要となってきます。

　家庭菜園から始まって少し広めの農地で農業を始めたい、と
いうのは地方移住の醍醐味といってもよいでしょう。ところがこ
の農地（畑、田）の権利取得には農業委員会の許可を受ける必要
があり、一定の要件（都府県では面積50a以上）を満たす場合に
許可が得られます（農地法第3条）。実はこれまでこの下限面積要
件がネックで家屋敷まわりの農地の扱いが非常に困難を極めて
いました。最近では農業委員会の判断で「別段面積」の設定が可
能となり、それによって移住希望者を呼び込みことに成功して
いる自治体もあるようです。
具体的には空き家バンクに
登録された中古住宅に付随
した農地の下限面積が緩和
され、なんと1a（100㎡）以下、
自治体によっては1㎡の農地
も許可されています。

別荘なども対応可

子育て世代向け公営アパート例

母屋の周辺に広がる農地

これからの
お役立ち情報03お役立ち情報03お役立ち情報

地方における住まいの探し方

　近年の自然災害はま
すます甚大化していま
す。大切な資産である
住まいを守るためその
物件がどのような場所
にあるのか。それを購
入者も把握しておく必
要があります。これま
で の 土 砂 災 害（特 別）

警戒区域、津波災害（特別）警戒区域の指定に加え、宅建業法の
改正によりこの8月28日より水防法施行規則の規定に基づき、自治
体が水害ハザードマップを有しているか（洪水、雨水出水、高潮）、
そのマップにおける宅地建物の所在地を明示することが義務化さ
れました。こうしたことも物件購入の際は合わせて必ずご確認を
お願いします。

自治体ハザードマップの一例自治体ハザードマップの一例

　自治体の支援策

　中古物件を購入する場合には、多くの自治体が購入補助を出していますので、
ぜひともご活用ください。合わせてリフォーム費用や合併浄化槽設置補助金など
もあります。また、子育て世代限定で公営アパート（賃貸）への入居も斡旋して
いる場合もありますので（入居希望者が多いと聞きますが）、気になる自治体の
ホームページはこまめにチェックすることをおすすめしています。

POINT!

◎ホームインスペクションについて ◎ハザードマップの活用

◎不動産購入の資金の立て方

不動産には購入するまでにかかる費用、
購入後にかかる費用があることをお忘れなく！

◎空き家バンクに登録された農地
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FPが教える！

「地方移住」で気になるお金の話

1. 地方暮らしの魅力とは

地方と都会では、かかるお金にどのような違いがあるのでしょうか？
物価や家賃などを比較してみましょう。

知っておきたい！

地方移住にかかるお金

地方暮らしの良さって
何だろう？

　地方暮らしの良さは、自然豊かな環境の中でゆったりと暮
らせることにあります。満員電車に揺られることなく通勤
し、朝晩はゆっくりと家族で食卓を囲んだり。物価や住居費
が安そうなイメージを持つ人も多いでしょう。心にゆとりを
持った暮らしを実現できることが、大きな魅力です。

自然の中で、心豊かな暮らしが実現できる

地方と都心の働き方・
余暇の過ごし方はどう違う？

図1、図2を見ると、地方は東京都に比べて1日のうち通勤
にかかる時間が短く、その一方で休養・くつろぎにかける時
間はより長いということがわかります。また、子育て世代で
は職住近接で夫も育児に参加しやすい、保育園の待機児童が
少ないなど、共働きしやすいメリットも考えられます。

通勤時間が短く、余暇に時間が充てられる

地方と都心の家賃や
住宅建築費はどう違う？

　次に、住宅事情について比較してみましょう。まず、図3
の民間賃貸住宅の家賃を見ると、東京は群を抜いて高いこと
がわかります。また、図4の住宅建設費を見ても、やはり東
京がトップです。住宅にかかるコストが抑えられるのは、地
方暮らしの大きなメリットといえるでしょう。

家賃や住宅建築費が安く抑えられる

（分）0 20 3010 40 50 60 70

図1			通勤・通学にかかる時間（分）

秋田県

東京都

長野県
和歌山県
沖縄県

（分）0 604020 80 100 120

図2			休養・くつろぎにかける時間（分）

秋田県

東京都

長野県
和歌山県
沖縄県

※総務省統計局「平成28年社会生活基本調査」
　6歳未満の子供がいる世帯の夫

（千円）0 42 6 8 10

（千円）0 10050 150 300

図3			民間賃貸住宅の家賃（1カ月3.3㎡当たり）

秋田県

東京都

長野県
和歌山県
沖縄県

図4			着工居住用建築物工事予定額（床面積1㎡当たり）

秋田県

東京都

長野県
和歌山県
沖縄県

※総務省統計局「統計でみる都道府県のすがた」2018年

200 250

地方と都会では、かかるお金にどのような違いがあるのでしょうか？

図1			通勤・通学にかかる時間（分）
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移住するときは、引越し代や住居関連費用、
自動車購入費、家具・家電の購入費など、さま
ざまな費用がかかります。図6は、都会から地
方都市に引越しをする3人家族と、夫婦の出費
の例です。車や家具の購入の有無などによって
も金額は変わりますが、100万円を超える費用
がかかることもあります。転居の前にしっかり
試算しておくことが大切です。

車や新居の家具の購入などを含めると
100万円を超える出費もありえる

移住にかかる
お金の例

地方と都会の
生活費はどう違う？ 図5は、収入と支出および支出の内訳を比較したものです。

地方は食費などが低いものの、極端に割安な費目ばかりでは
ありません。収入も下がりますので、地方に住めば大幅に家計
が改善すると考えるのは早計です。憧れの地方暮らしを実現
するためにも、しっかりとお金の計画を立てて臨みましょう。

食費などは安いが、生活費は大きく変わらない

図5			1世帯あたり1カ月の収入と支出

※総務省家計調査2017年　2人以上の世帯のうち、勤労者世帯

●地方暮らしでも収入（仕事）の確保は大切
●地方暮らしで増える支出もある
　（水道・ガス代、自治会費、自動車関連費等）
●古民家などを購入する場合は購入費用ととも
　にリフォーム費用にも注意。また、物件によって
　は住宅ローンが組めない場合もある

地方暮らしのポイント

2. 地方暮らしにかかるお金

図6			地方移住に際してかかるお金の例

地方都市Aに
3人家族で引越した

Aさんの場合
（500kｍ以内）

地方都市Bに
夫婦2人で引越した

Bさんの場合
（500km以内）

引越し代※通常期（5月〜2月）の引越しの場合 12万円 11万円

住居費用
※Aさん 、Bさん
　とも賃貸住宅
　の場合

敷金 9万円 12万円

礼金 9万円 6万円

仲介手数料（1カ月分） 4.9万円 6.5万円

家賃（1カ月分） 4.5万円 6万円

火災保険料 2万円 2万円

自動車購入費（諸費用込み） （中古）80万円 保有

その他（引越しまでの下見費用、家
具・家電購入費用、家を貸す場合のハ
ウスクリーニング費用等）

20万円 30万円

合計 約141万円 約74万円

（税込）

※敷金、礼金、仲介手数料は地域・物件等によって異なります。

（万円）
60

30

50

20

40

10

0

■食費　■交通通信（ガソリン含）　■教養娯楽　■水道光熱　■保険医療　■教育　■税・社会保険　■その他

秋田市（秋田県）
実収入 実支出

長野市（長野県）
実収入 実支出

和歌山市（和歌山県）
実収入 実支出

那覇市（沖縄県）
実収入 実支出

東京都23区
実収入 実支出
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本頁に関する
疑問・質問は

日本FP協会「FP広報センター」まで 【受付時間】10：00〜16：00
※15：30受付終了（土日・祝日・年末年始は除く）☎0120-211-748

または info@jafp.or.jp

　現在30歳のAさん夫婦は結婚3年目。子どもが生ま
れてから、子どもには都会を離れて自然の中でのびの
び育って欲しいと思うようになり、地方都市に転職先
と住まいの候補◆を見つけました。地方に移住しても
子どもが大学卒業までの教育費を負担できるのか、老
後も問題なく生活できるのかをファイナンシャル・プ
ランナーに相談したうえで移住を決めたいといいます。

　まずはAさんの計画（想定プラン）どおり、夫は正
社員で年270万円、妻はパートで年60万円の収入を得
るという前提で、今後の収入と支出、貯蓄残高の推移
を「キャッシュフロー表」（上のグラフ）で確認しまし
た。その結果、現状の計画だと8年後には貯蓄が底を

子どもをのびのびと育てるために
地方都市への移住を希望するAさん

当初予定した働き方では
8年後に貯蓄がなくなる可能性あり

●Aさん一家の移住後の貯蓄残高の推移

2,000

-500

-1,000

500

1,500

1,000

0

（万円）

30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

子ども
中学校入学

子ども
小学校入学

子ども
幼稚園入園

妻39歳（子ども小学校4年生）以降
妻パートを始め、年収60万円

移住費用141万円
（中古自動車購入代

80万円含む）

◆賃貸物件を探したり、中古物件を購入する場合、各自治体が地元の空き家情報を紹介する「空き家バンク」を活用する方法もあります。

38歳で
マイナスに転落

移住後の「お金と  ライフプラン」FPがアドバイス

家族構成
Aさん（会社員・30歳）、妻（専業主婦・30歳）、長男1歳

Aさんの移住前の家計と移住後の想定プラン

項目 移住前／月 移住後／月

収入 収入（額面） 320,000 225,000

支出

住居費等 90,000 45,000

生活費合計 142,000 125,000

生
活
費
内
訳

食費 67,000 40,000

日用品 7,000 7,000

交通・通信費 17,000 27,000

水道光熱費 15,000 20,000

その他 36,000 31,000

税・社会保険料 63,000 41,000

支出合計 295,000 211,000

収支（収入−支出） 25,000 14,000

「子どもをのびのびと育てたいので、
すぐにでも地方に移住したい。
教育費や老後のお金は大丈夫？」

2台目の自動車購入
妻用60万円

［見直し後］
妻パート開始
年収100万円

（単位：円）

●現在の貯蓄残高…291万円
●移住後の定年退職金（想定）…600万円

※年間の収入・支出を月額に換算。税・社会保険料は概算

●自動車：移住にあわせ中古車を購入。長男が幼稚園
入園後に妻用にもう1 台購入し、それぞれ 8 年毎に合
計6回買い替える想定。

●子どもの進学プラン：小・中・高は公立、大学は私立で
家を出て下宿と想定。

家族構成

※試算にあたり物価上昇率等を見込んでいます。

FPが教える！「地方移住」で気になるお金の話
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●Aさん一家の移住後の貯蓄残高の推移

移住後の「お金と  ライフプラン」

尽き、回復しない可能性があることがわかったのです。
　主な原因は、教育費の負担と2台の自動車の買い替
え費用などにより、貯蓄が減少してしまうことです。
妻は子どもが小学校4年生の時に働き始めますが、貯
蓄は増えません。そして子どもが私立大学に進学する
と、教育費が急上昇。下宿費用も加わることから、卒業
時には500万円を超えるマイナスとなってしまいます。
　その後、子どもの独立で収支は改善し、退職金で貯蓄
はプラスに転ずるものの、定年後の収入減少により貯蓄
残高は63歳以降再びマイナスに転じてしまうのです。

　これらの問題を解決するには、収入を増やす、支出
を減らす、資産を運用して増やすという主に3つの手
段があります。ファイナンシャル・プランナーと話し
あった結果、移住後は職住近接で夫が育児に参加しや
すくなり、妻にゆとりが生まれること、子どもの通う

予定の小学校の学童保育が充実していることなど子育
て環境を確認し、Aさん夫婦も妻の収入を60万円から
100万円に増やすことを選択。かつ子どもが小学校4
年生の時から働く予定だったところを小学校入学時か
らに早め、働く期間を延長することにしました。これ
により、60歳時点の貯蓄は約1,800万円となり、老後
のお金も準備できる見通しができました。

妻の収入を60万円から100万円に増やし
働く期間を延ばすことでマイナスを脱却

43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
（歳）

妻退職 子ども大学卒業
子ども高校入学

■収入（想定プラン）　■支出（想定プラン）　　貯蓄残高（想定プラン）　　見直し後の貯蓄残高

［見直し後］70歳時の
貯蓄残高1,204万円

［想定プラン］70歳時の
貯蓄残高△337万円

夫60歳で退職（夫の退職金600万円）。
その後夫は年収200万円で再雇用

ファミリー編

「地方ならではの子育てしやすい環境で、
夫婦2人で頑張れば、
希望の生活を叶えることができます」

子ども大学入学 見直し後

想定プラン

●地方での子育ては、収入の確保が特に重要で
す。移住先の就労環境を事前によく調べましょう
●移住先の子育て環境を確認しましょう
●空き家などの中古物件を購入したい場合は、諸
費用やリフォーム費用、固定資産税等の負担も
考慮しましょう

●自治体によっては若者の定住を支援するため
の制度が設けられています。確認してみましょう

FPが教える移住のポイント

年金受給開始
［見直し後］妻退職

〒105-0001　東京都港区虎ノ門4-1-28　
虎ノ門タワーズオフィス5F
TEL：03-5403-9700（代表）　FAX：03-5403-9701

本部
事務所

大阪
事務所

〒530-0004　大阪府大阪市北区堂島浜1-4-19　
マニュライフプレイス堂島5F
TEL：06-6344-8063　FAX：06-6344-8065

URL：https://www.jafp.or.jp/　　   E-mail：info@jafp.or.jp特定非営利活動法人（NPO法人）
日本ファイナンシャル・プランナーズ協会
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「地方で暮らしたいな…」と思っても、移住先選び
には迷うポイントも多いもの。そこで、地方暮ら
しを実現するためにクリアしておきたいポイント
をまとめました。ゼロから始める方はどんなこと
を考えたらよいのか、すでに進めている方は見
落としていることはないか、参考にしてください。

移住先を
選ぶポイント

情
報
共
有

※中古物件を見るポイントは10ページの特集もご参照ください。

「何のために」「誰と」「どんな場所で」
「どんな暮らしをしたいか」を具体
的にイメージしましょう。「山（海）
の近く」「雪が降る（降らない）」「〇〇
から車で 2時間以内」など、いくつ
かの条件をリストアップして優先順
位をつけると地域選びを進めやすく
なります。

移住する目的を明確に

1

自分の移住スタイルを
考える

2

家族やパートナーとも
情報共有を

3

誰かと一緒に移住するならもちろん、
ひとりで移住するとしても、家族や
パートナー・両親の理解・協力があっ
たほうが移住そのものを進めやすく
なります。一緒に移住する人や自分
がどんな暮らしをしたいのか、仕事
のことや教育など、10年先、20年
先のことも考えながら定期的に情報
を共有しましょう。

ひとくちに移住といっても、定住・
二地域居住・季節限定の滞在など、
暮らし方にはさまざまなスタイルが
あります。自分に合ったスタイルを
考えてみましょう。

　一戸建てか集合住宅か、新築するのか中古を買う・借りるのかによって必要な予算が変わっ
てきます。まずは予算をたて、どの選択肢が可能なのかを決めましょう。
　実際の物件探しについては、各市町村が展開している「空き家バンク」への登録・利用や、
その市町村内にある不動産業者の利用が主な方法になります。併せて公営住宅や定住促進住
宅も視野に入れ、大きい都市部であれば不動産検索サイトの利用もおすすめです。

移住するために２つの課題をクリアしよう！

　一般的な企業・会社への就職、一次産業（農林漁業）への就業、創業・起業（自営業の
開始）など、生業としての仕事の形は様々ですが、いずれについても各道府県が運営して
いるサポートセンター（支援組織）や支援制度を利用することで、より希望に合った仕事に
就くことができます。また、企業・会社への就職であればハローワークの利用、特別なスキ
ルを活かしたいのであれば民間の転職エージェンシーを利用するのも有効です。

課題１
住まいの探し方

課題2
仕事の探し方
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都会に比べて人口密度が低くなる地方暮らしでは、人間関係が濃
くなります。隣近所はもちろん、地域でのお付き合いで特に大切
にされているのが区・班・組（いずれも地区単位の自治組織）。
自治組織は地区の掃除、神社・お寺の維持管理や祭事の運営など
をおこなっており、毎月の運営費が必要となります。場所によっ
ては入会が任意となっている自治組織もありますが、その地域により溶け込み地域の一員として生
活するためには、加入することをおすすめします。若い世代であれば消防団への参加が期待される
こともあります。また、地方暮らしでは「知らない人でも顔を合わせたら挨拶する」「なにかいた
だいたら少しでもお礼（お返し）をする」ことも心がけるとよいでしょう。

まず、地方暮らしとはどんな暮らしなのかを知ることが大切
です。テレビ番組や地方暮らしの雑誌、Webなどの各メディ
アで、地方暮らしのいろいろな事例を見てみましょう。そして、
それらの事例を見て興味を持った地域があれば、その地域（都
道府県・市町村）のホームページでさらに詳しい情報を得たり、
ふるさと回帰支援センターにある各道府県の相談窓口で移住
についての具体的な案内を受けたり、相談をすることができ
ます。もし、興味のある
地域がいくつもある場合
や、自分のしたい暮らし
方ができる地域がわから
ない場合は、ふるさと回
帰支援センターの総合相
談を受けてみましょう。

4

地方暮らしや各地域の
情報を集める

5

地域での暮らしを
体験する

たとえ数日間であっても地域に滞在してみると、メディアで
は知りえない情報や現地の空気感を得ることができます。I
ターンの場合は、観光ではなく「そこで暮らす」という移住
の視点で現地での暮らしを体験してみることが重要です。各
道府県や市町村が主催する体験ツアーや、お試し体験住宅
を利用するとより手軽に体験することができます。なお、Ｕ
ターンで出身の県に移住するとしても、出身地とは別の市町
村に移住する場合や、
出身地を離れて何年
もたっている場合は、
やはり移住の視点で
現地を体験しておく
と安心です。

地域との関わり方

＊最近ではZoomなどのWEBミーティングツールを利用したオン
ライン相談会を開催する自治体も増えてきています。PCやタブレッ
ト・スマートフォンと通信環境さえあれば、自宅から参加もできま
すので気軽に相談が可能です。

＊現在、新型コロナ感染症の流行によって、外部から人が来ること
にナーバスになっている地域もあります。受け入れ自治体と現地の
状況を確認・調整した上での訪問をおすすめします。また、オンラ
インでの移住体験ツアーを実施している自治体もありますので、自
宅から参加が可能です。
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移住

コスト 高

コスト 低

定住・古民家
を買って
改修する

二地域居住
別荘／建てる

二地域居住
借りる

ロングステイ
・ペンション
・農家民宿

クライン
ガルテン

体験住宅

地域おこし
協力隊等

ワーキング
ホリデー

定住・
貸し家

定住・
アパート

定住・
公営住宅

改修する

貸し家

公営住宅
地域おこし

クライン

古民家は安くても改
修費が新築物件価
格並みに掛かること
もある

地域の人と仲良くな
ると安く借りられるこ
ともあるが、空家バ
ンクや通常の流通
ルートであまり状態
のいいものはない

年齢制限、収入制
限等がある場合も
あるので注意しよう

1～3年の間に地域
を見極めよう

地方都市では
すぐに見つかる

地域によって金額は
異なるが、小屋付き
で年間約40万円く
らい。1か月あたりの
金額に直すと地域
の相場に近い

交流・
通う

定住・家を
建てる

定住・空き家
を買うを買う

地方の物件は大き
な家が多いので、家
族人数によっては小
さな家を建てることを
あわせて検討しよう

ロングステイ
・民泊・ゲストハウス体験住宅

地域によって1泊～
年単位などと期間が
異なる

地方暮らしの主なスタイル

地方暮らしのスタイルと地域の絞り込み方

二地域／二拠点居住
都会と地方を行き来するス
タイル。週末だけ、シーズ
ンだけという人もいますが、
地域社会に関わることが基
本（町内会や結いの活動に
参加する等）。通わなくなっ
たり、敷地内の手入れをし
ないと、地域の人とトラブ
ルになることもあります。

定　住（家を買う）
不動産業者経由でも自治体
の空き家バンク経由でも可能
で、いまは中古物件で1000
万円以下が人気。賃貸物件よ
りは地域の一員と認められや
すい。

定　住（家を借りる）
過疎地では月3万円以下が
主流ですが、自治体の空き
家バンクでないと見つける
ことは難しい。仮住まいと
見られることもあります。

ロングステイ
1カ所に数日、場合によって
は数週間から数ヵ月滞在す
るスタイル。ホテルや農家、
民宿など滞在先はさまざま
だ。最近では移住者がはじ
めたゲストハウスも人気。
また、最近では定額で全国
の拠点に滞在できるサービ
スを提供するところも。

別　荘
二地域居住と混同されやす
いですが、地域社会との関
わりは希薄。あくまで本人
が楽しむセカンドハウスと
考えましょう。

テレワーク
新型コロナ禍で、社内の密を
避けるためにテレワーク／リ
モートワークを実施する企
業も出てきました。こうした
働き方であれば首都圏に居
住する必要がなくなるため、
新たな地方暮らしのスタイ
ルとして注目されています。
いくつかの自治体では仕事
ができるかどうか体験でき
る「お試しテレワーク施設」
などを用意しています。

交流・ワーキングホ
リデー／農家民宿等
ワーキングホリデーは農作
業を手伝う代わりに宿泊場
所と食事の提供を受けるも
の。農家民宿は農家に泊
まって収穫などを体験でき
ます。そこで地域の人と仲
良くなって定住につながる
こともあります。

移住先を選ぶポイント
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チェックリスト

どんな暮らし、どんな生活をしたいか書き出してみましょう
例えば……
野菜づくりを楽しみたい、林業に就きたい、自然の中で子育てしたいなど

暮らしの条件をリストアップしてみましょう
移住の時期は？　　今すぐ・1〜3年以内・定年後・その他（　　　　　　　　）

移住人数は？　　　家族と一緒に（　　　　　　人）・単身

住むところは？　　一軒家（賃貸・購入）・集合住宅（賃貸・購入）・公営住宅

どんな環境？　　　山が近い・海が近い・農村・地方都市・別荘地

仕事は？　　　　　就職（企業）・自営業・起業・農林漁業・アルバイト程度

暮らしに必要な交通手段は？　自家用車・電車・バス・タクシー・バイク・自転車

暮らしに必要なものは？　スーパー・コンビニ・商店街・百貨店・図書館・温泉・
 　　　　　　　　　　　　　総合病院・個人医院・小中学校・高等学校・郵便局

 優先順位を番号で記入してみましょう
□自然環境がよいこと　　　□気候がよいこと　　　　　□耕作農地があること

□交通の便がよいこと　　　□首都圏に近いこと　　　　□就労の場があること

□希望の物件があること　　□子育て環境が整っていること

その他にも条件があったら書き出してみましょう

移住する目的や条件を
整理してみましょう
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ミニステージ

出展自治体・団体 資料コーナー宮城
8

宮城
7

宮城
6

宮城
5

宮城
4

宮城
3

岩手
5

岩手
4

岩手
3

岩手
2

岩手
1

北海道
15

山形
8

山形
7

北海道
9

北海道
8

北海道
7

北海道
6

山形
4

山形
3

北海道
5

北海道
4

北海道
3

北海道
2

北海道
1

福島
7

福島
12

福島
11

宮城
2

宮城
1

千葉
1

千葉
2

千葉
3

千葉
4

千葉
5

千葉
6

千葉
7

茨城
1

群馬
1

群馬
2

群馬
3

群馬
4

埼玉
1

埼玉
2

栃木
1

栃木
2

栃木
3

栃木
4

長野
1

長野
2

長野
3

長野
4

長野
5

長野
6

長野
7

長野
8

長野
9

長野
10

長野
11

長野
12

長野
13

長野
14

長野
15

長野
16

長野
17

富山
6

富山
7

山形
6

山形
5

宮城
9

北海道
14

北海道
13

北海道
12

北海道
11

北海道
10

山形
2

山形
1

福島
6

福島
5

秋田
4

秋田
3

福島
4

福島
3

秋田
2

秋田
1

福島
2

福島
1

福島
10

福島
9

福島
8

青森
3

青森
2

青森
1

新潟
8
新潟
5

新潟
9

長野
18

新潟
6

新潟
7

長野
19

長野
20

山梨
3

山梨
4

新潟
1

新潟
2

新潟
3

新潟
4

山梨
1

和歌山
1

和歌山
2

長野
21

長野
22

山梨
5

石川
8

富山
3

富山
4

福井
1

山梨
2

石川
5

和歌山
3

京都
1

富山
1

富山
2

石川
7

石川
6

石川
4

石川
3

石川
2

石川
1

兵庫
9

滋賀
1

兵庫
5

兵庫
6

広島
2

広島
3

山口
2

山口
1

岡山
6

岡山
5

兵庫
7

兵庫
8大阪

1 兵庫
3

兵庫
4

兵庫
1

兵庫
2

広島
1

山口
4

山口
3

岡山
4

岡山
3

岡山
2

岡山
1

島根
1

鳥取
1

富山
5

福岡
1

大分
9

大分
8

福岡
4

佐賀
1

佐賀
2

佐賀
3

佐賀
4

鹿児島
1

鹿児島
2

鹿児島
3

鹿児島
4

鹿児島
6

鹿児島
7

沖縄
2

沖縄
1

鹿児島
8

鹿児島
5

大分
5

大分
4

熊本
1

熊本
2

福岡
2

福岡
3

大分
7

大分
6

大分
3

大分
2

大分
1
熊本
3

高知
1

香川
1

徳島
1

徳島
2

熊本
5
宮崎
1

愛媛
1

愛媛
2

熊本
4

徳島
3

徳島
4

愛媛
3

愛媛
4

宮崎
2
長崎
1

神奈川
3

神奈川
2

静岡
1

静岡
2

神奈川
1

岐阜
1

静岡
3

静岡
4

岐阜
2
静岡
5

三重
2

三重
1

会
場
案
内

三重
3

三重
4

愛知
1

有
楽
町
駅
方
面

▼

有
楽
町
駅
方
面

▼

MAP 左側
MAP 右側

東
京
駅
方
面

▼

10:00〜16:30

どのブースに行こうか？
迷ったときは会場案内へ！

北海道

北海道 1 北海道
北海道 2 芦別市
北海道 3 蘭越町
北海道 4 函館市
北海道 5 上士幌町
北海道 6 深川市
北海道 7 沼田町
北海道 8 浜中町
北海道 9 別海町
北海道 10 上川町
北海道 11 美瑛町
北海道 12 東川町

北海道 13 旭川地域産業活性化協議会
（旭川市・鷹栖町・東神楽町・東川町）

北海道 14 NPO法人北海道ふるさと回帰支援センター
北海道 15 北海道機械工業会

東　北

青森 1 青森県

青森 2 八戸都市圏　八戸市
青森 3 弘前市
岩手 1 岩手県（いわて暮らしサポートセンター）
岩手 2 盛岡市
岩手 3 遠野市
岩手 4 八幡平市
岩手 5 雫石町
宮城 1 宮城県
宮城 2 石巻市
宮城 3 白石市

宮城 4 ゆるく、おもしろく、つながる栗原
宮城県栗原市

宮城 5 東松島市
宮城 6 大崎市
宮城 7 南三陸町
宮城 8 登米市
宮城 9 気仙沼市
秋田 1 秋田県
秋田 2 能代市

秋田 3 秋田市
秋田 4 にかほ市
山形 1 山形県（ふるさと山形移住・定住推進センター）
山形 2 山形市
山形 3 村山市
山形 4 大江町
山形 5 なせばなる 米沢市
山形 6 白鷹町ふるさと移住推進協議会
山形 7 飯豊町
山形 8 鶴岡市
福島 1 福島県
福島 2 会津若松市
福島 3 喜多方市
福島 4 金山町
福島 5 福島市

福島 6 NPO法人ゆうきの里東和
ふるさとづくり協議会

フロアマップ
全国移住相談ブース B2 階 ホール E
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ミニステージ

出展自治体・団体 資料コーナー宮城
8

宮城
7

宮城
6

宮城
5

宮城
4

宮城
3

岩手
5

岩手
4

岩手
3

岩手
2

岩手
1

北海道
15

山形
8

山形
7

北海道
9

北海道
8

北海道
7

北海道
6

山形
4

山形
3

北海道
5

北海道
4

北海道
3

北海道
2

北海道
1

福島
7

福島
12

福島
11

宮城
2

宮城
1

千葉
1

千葉
2

千葉
3

千葉
4

千葉
5

千葉
6

千葉
7

茨城
1

群馬
1

群馬
2

群馬
3

群馬
4

埼玉
1

埼玉
2

栃木
1

栃木
2

栃木
3

栃木
4

長野
1

長野
2

長野
3

長野
4

長野
5

長野
6

長野
7

長野
8

長野
9

長野
10

長野
11

長野
12

長野
13

長野
14

長野
15

長野
16

長野
17

富山
6

富山
7

山形
6

山形
5

宮城
9

北海道
14

北海道
13

北海道
12

北海道
11

北海道
10

山形
2

山形
1

福島
6

福島
5

秋田
4

秋田
3

福島
4

福島
3

秋田
2

秋田
1

福島
2

福島
1

福島
10

福島
9

福島
8

青森
3

青森
2

青森
1

新潟
8
新潟
5

新潟
9

長野
18

新潟
6

新潟
7

長野
19

長野
20

山梨
3

山梨
4

新潟
1

新潟
2

新潟
3

新潟
4

山梨
1

和歌山
1

和歌山
2

長野
21

長野
22

山梨
5

石川
8

富山
3

富山
4

福井
1

山梨
2

石川
5

和歌山
3

京都
1

富山
1

富山
2

石川
7

石川
6

石川
4

石川
3

石川
2

石川
1

兵庫
9

滋賀
1

兵庫
5

兵庫
6

広島
2

広島
3

山口
2

山口
1

岡山
6

岡山
5

兵庫
7

兵庫
8大阪

1 兵庫
3

兵庫
4

兵庫
1

兵庫
2

広島
1

山口
4

山口
3

岡山
4

岡山
3

岡山
2

岡山
1

島根
1

鳥取
1

富山
5

福岡
1

大分
9

大分
8

福岡
4

佐賀
1

佐賀
2

佐賀
3

佐賀
4

鹿児島
1

鹿児島
2

鹿児島
3

鹿児島
4

鹿児島
6

鹿児島
7

沖縄
2

沖縄
1

鹿児島
8

鹿児島
5

大分
5

大分
4

熊本
1

熊本
2

福岡
2

福岡
3

大分
7

大分
6

大分
3

大分
2

大分
1
熊本
3

高知
1

香川
1

徳島
1

徳島
2

熊本
5
宮崎
1

愛媛
1

愛媛
2

熊本
4

徳島
3

徳島
4

愛媛
3

愛媛
4

宮崎
2
長崎
1

神奈川
3

神奈川
2

静岡
1

静岡
2

神奈川
1

岐阜
1

静岡
3

静岡
4

岐阜
2
静岡
5

三重
2

三重
1

会
場
案
内

三重
3

三重
4

愛知
1

東
京
駅
方
面

▼

地方移住初心者向けの
ミニセミナー開催！

詳しくはP7を
ご覧ください

有
楽
町
駅
方
面

▼

東
京
駅
方
面

▼

MAP 右側
MAP 左側

福島 7 伊達市
福島 8 福島のへそのまち　本宮市
福島 9 桑折町
福島 10 石川町
福島 11 いわき市（IWAKIふるさと誘致センター）
福島 12 南相馬市   

関　東

茨城 1 茨城県
栃木 1 栃木県
栃木 2 足利市
栃木 3 小山市
栃木 4 下野市（しもつけ）
群馬 1 群馬県

群馬 2 前橋市
群馬 3 渋川市
群馬 4 中之条町
埼玉 1 埼玉県
埼玉 2 行田市
千葉 1 千葉県

●  東京都の新型コロナウイルス感染拡大予防ガ
イドラインに沿って、十分なスペースを設け
ています。

●  出展者は予定です。予告なしに変更する場合
がございますのでご了承ください。
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※天候その他の事情で出展が変更・中止になる場合がございます。ご了承下さい。

千葉 2 御宿町
千葉 3 いすみ市（いすみ市定住促進協議会）
千葉 4 勝浦市
千葉 5 南房総市
千葉 6 旭市（生涯活躍のまち「みらいあさひ」）
千葉 7 香取市
神奈川 1 神奈川県
神奈川 2 山北町
神奈川 3 小田原市

北　陸

富山 1 「くらしたい国、富山」
富山 2 とやま呉西圏域（高岡市、射水市）
富山 3 とやま呉西圏域（氷見市、砺波市）
富山 4 とやま呉西圏域（小矢部市、南砺市）
富山 5 南砺市
富山 6 魚津市
富山 7 立山町
石川 1 石川県
石川 2 （公財）いしかわ農業総合支援機構
石川 3 金沢市
石川 4 加賀白山定住機構
石川 5 能登定住・交流機構
石川 6 宝達志水町

石川 7 能登地域移住交流協議会
（七尾市・羽咋市・中能登町）

石川 8 穴水町
福井 1 福井県（福井暮らすはたらくサポートセンター）

甲信越

新潟 1 新潟県（にいがた暮らし・しごと支援センター）
新潟 2 小千谷市
新潟 3 長岡市
新潟 4 柏崎市
新潟 5 新潟市
新潟 6 燕市
新潟 7 湯沢町
新潟 8 上越市
新潟 9 妙高市
山梨 1 山梨県
山梨 2 甲斐市
山梨 3 上野原市
山梨 4 山梨市
山梨 5 富士河口湖町
長野 1 田舎暮らし「楽園信州」推進協議会
長野 2 平谷村
長野 3 伊那市
長野 4 小川村
長野 5 須坂市
長野 6 中野市
長野 7 南信州・阿智村
長野 8 南信州下條村
長野 9 宮田村
長野 10 長野市
長野 11 長野市（地域おこし協力隊）
長野 12 飯山市
長野 13 木島平村
長野 14 松本市
長野 15 木曽町

長野 16 上田市（上田地域定住自立圏）
長野 17 佐久市
長野 18 諏訪湖・八ヶ岳エリア
長野 19 原村
長野 20 茅野市（ちのし）

長野 21
　 ・22

諏訪湖移住プロジェクト
（岡谷市・諏訪市・下諏訪町）

東　海

岐阜 1 岐阜県
岐阜 2 ぎふ西美濃
静岡 1 静岡県
静岡 2 浜松市
静岡 3 牧之原市
静岡 4 藤枝市
静岡 5 静岡市
愛知 1 愛知県
三重 1 三重県
三重 2 鳥羽市
三重 3 熊野市
三重 4 紀宝町

近　畿

滋賀 1 滋賀移住・交流促進協議会
京都 1 京都府（京都移住コンシェルジュ）
大阪 1 大阪ふるさと暮らし情報センター
兵庫 1 兵庫県
兵庫 2 神戸市
兵庫 3 たじま田舎暮らし情報センター
兵庫 4 飛んでるローカル豊岡 （兵庫県豊岡市）
兵庫 5 朝来市
兵庫 6 丹波市
兵庫 7 淡路市
兵庫 8 淡路島 洲本市
兵庫 9 南あわじ市（淡路島）
和歌山 1 和歌山県～かなえよう、和歌山で。～
和歌山 2 橋本市　～はしっこ暮らし～
和歌山 3 田辺市

中　国

鳥取 1 公益財団法人ふるさと鳥取県定住機構
島根 1 島根県
岡山 1 岡山県
岡山 2 津山市
岡山 3 岡山市
岡山 4 倉敷市（おかやま高梁川流域）
岡山 5 笠岡市（おかやま高梁川流域）
岡山 6 総社市（おかやま高梁川流域）
広島 1 広島県
広島 2 広島市
広島 3 三次市
山口 1 「住んでみぃね！ぶちええ山口」県民会議
山口 2 岩国市
山口 3 山口市
山口 4 うべ移住定住サポートセンター

四　国

徳島 1 徳島県
徳島 2 阿南市
徳島 3 美馬市
徳島 4 にぎやかそ美波町

香川 1 香川県
愛媛 1 愛媛県
愛媛 2 森の国　松野町
愛媛 3 西予市（せいよし）
愛媛 4 松山市
高知 1 高知県移住・交流コンシェルジュ

九　州

福岡 1 福岡県
福岡 2 飯塚市
福岡 3 柳川市
福岡 4 北九州市
佐賀 1 佐賀県
佐賀 2 唐津市
佐賀 3 伊万里市
佐賀 4 嬉野市
長崎 1 ながさき移住サポートセンター
熊本 1 熊本県（くまもと移住定住支援センター）
熊本 2 菊池市
熊本 3 天草市
熊本 4 上天草市
熊本 5 熊本市
大分 1 おんせん県おおいた（就農）
大分 2 おんせん県おおいた（移住全般）
大分 3 おんせん県おおいた（就職）
大分 4 宇佐市
大分 5 豊後高田市
大分 6 津久見市
大分 7 佐伯市
大分 8 中津市
大分 9 大分市
宮崎 1 宮崎県
宮崎 2 西都市
鹿児島 1 鹿児島県
鹿児島 2 鹿児島市
鹿児島 3 鹿屋市（かのや市）
鹿児島 4 出水市
鹿児島 5 霧島市
鹿児島 6 志布志市
鹿児島 7 さつま町
鹿児島 8 奄美の島ちゅのみなさん

沖　縄

沖縄 1 国頭村・沖縄県
沖縄 2 多良間村・与那国町

各出展者の詳細は、P29～ 56の「出展自治体
のご紹介」をご参照ください。
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北海道 芦別市

①総務部企画政策課まちづくり推進係
②0124-27-7061
③kikaku@city.ashibetsu.hokkaido.jp
④https://www.city.ashibetsu.hokkaido.jp/

                  

『星の降る里あしべつ〜緑と水に囲まれた潤いあ
るまち〜』芦別市は北海道のほぼ中央に位置し市
域の約88％が森林で山々に囲まれた緑豊かなま
ち、星空がきれいなまち、美肌の湯があるまち、
自然と共生するまちです。

北海道 蘭越町

①蘭越町役場総務課まちづくり推進係
②0136-55-6836
③ijyu@town.rankoshi.hokkaido.jp
④https://www.town.rankoshi.hokkaido.jp/

                  

蘭越町は周囲をニセコ連峰に囲まれ、清流日本一
の尻別川が町の中心を流れる自然豊かな町です。
さらに海や温泉までありますので、アウトドア好き
でのんびり生活したい方には理想的な町ですよ！

北海道 函館市

①企画部企画管理課
②0138-21-3621　③kikaku2@city.hakodate.
hokkaido.jp　 ④https://www.city.hakodate.
hokkaido.jp/docs/2018071900011/

                  

観光都市としてイメージが強い函館市ですが、
本当の良さがわかるのは住んでみてから。過ご
しやすい気候、豊かな食、首都圏からのアクセ
スの良さ、充実した都市機能など魅力が盛りだ
くさんのまちです。

出展自治体のご紹介 ■ 出展自治体名
①担当部署
②電話番号
③メールアドレス
④ホームページアドレス
自治体PRアイコン

自治体紹介コメント

北海道 北海道

①総合政策部地域創生局地域政策課　
②011-204-5089
③hokkaido.iju@pref.hokkaido.lg.jp
④https://www.kuraso-hokkaido.com/

                  

広い大地と豊かな自然が溢れる北海道・・・ 都
会の生活をしたい方、自然に触れあいながら田
舎暮らしに憧れている方、広い北海道には様々
なニーズに沿った生活があります。皆さんの新
しい暮らしをサポートします！

 温泉がある
 三大都市まで2時間以内

立地条件
 海のそば
 山のそば
 島暮らし
 平地

特性
 地方中心都市（人口10万人以上）
 医療施設が整っている
 学校等教育施設が整っている
 受入団体（移住者の会など）がある

アイコン説明

北海道北海道
HOKKAIDOHOKKAIDO

札幌市札幌市
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 海のそば　　  山のそば　　  島暮らし　　  平地　　  温泉がある　　  三大都市まで2時間以内アイコン説明
 地方中心都市（人口10万人以上）　　  医療施設が整っている　　  学校等教育施設が整っている　　  受入団体（移住者の会など）がある
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❹❷ ❸

自治体名の右の番号は、
P26︱28各ブース番号
に対応しています。



北海道 美瑛町

①まちづくり推進課移住定住推進室
②0166-74-6171
③iju-teiju@town.biei.hokkaido.jp
④http://www.town.biei.hokkaido.jp

                  

美瑛町は農業と観光業が盛んな北海道のほぼ中
央に位置するまちです。 子育て等への支援も
手厚いうえ、毎年違う美しい表情を見せる丘陵
地の景観が人々を魅了し、大勢の人々の心を癒
しています。

北海道 東川町

①税務定住課
②0166-82-2111
③teijyu.sokushin@town.higashikawa.lg.jp
④https://town.higashikawa.hokkaido.jp/

                  

北海道のほぼ中央に位置し、大雪山国立公園の
麓にある人口8,400人の小さな町で、全国的に
も珍しく北海道でも唯一の、上水道の無い町で
す。「写真の町」として写真写りの良い町づくり
を行っています。

北海道 旭川地域産業活性化協議会（旭川
市・鷹栖町・東神楽町・東川町）

①旭川市経済部企業立地課
② 0166-25-9172　 ③ kigyoritchi@city.
asahikawa.lg.jp　④https://www.city.asahikawa.
hokkaido.jp/500/501/503/index.html

                  

「あ」旭岳の麓に位置し、「さ」最高の景色・大自然
がすぐそばに。「ひ」昼からお庭でＢＢＱ。「か」家
具だって素敵なものばかり。「わ」忘れられない思
い出がたくさんできる。それが、旭川・鷹栖・東
神楽・東川。

北海道 浜中町

①JA浜中町　営農課
②0153-65-2141
③dairyman@ja-hamanaka.or.jp
④https://www.ja-hamanaka.or.jp/newfarmer/

                  

浜中町は、良質なコンブ漁をはじめとする漁業と
ハーゲンダッツアイスクリームの原料となる生乳
を生産する酪農業の町。酪農では40年前から新
規就農を行い、今や1/3が新規就農という「移住
者の町」でもあります。

北海道 別海町

①産業振興部農政課
②0153-75-2111
③nousei@betsukai.jp
④https://betsukai.jp/

                  

広大な面積とすばらしい自然環境を誇る酪農と
漁業が中心の町です。豊かな自然に育まれ、生
乳生産量は日本一であり、ホタテや秋鮭などの
海産物も豊富なことから、地域資源を活用した
取組が盛んです。

北海道 上川町

①産業経済課 移住定住グループ
②01658-7-7667
③teiju@town.hokkaido-kamikawa.lg.jp　 ④https://
www.town.hokkaido-kamikawa.lg.jp/life/index.html

                  

上川町は大雪山の麓に位置する自然豊かな町
です。 近年は、自身の人生観や町を豊かにす
る 新 し い 働 き 方 を プ ロ デ ュ ー ス す る

「KAMIKAWORK PROJECT」を実施し、若い
世代の移住者が増えています。

北海道 上士幌町

①上士幌町役場商工観光課
②01564-2-4291　 ③syoukoukankouka@
town.kamishihoro.hokkaido.jp
④https://www.ijyuu.com/

                  

北海道十勝地方北部にある畑作業や酪農業、林業
が盛んな町です。熱気球の町としても有名。積雪も
少なく、市街地には公共施設や商店などがまとまっ
ています。生活体験住宅制度もあり、移住に向けて
のサポートも充実。

北海道 深川市

①移住定住サポートセンター
②0164-26-2627
③iju_support@city.fukagawa.lg.jp
④https://city.fukagawa.lg.jp/iju/

                  

北海道のほぼ真ん中に位置し、交通の利便性に
優れています。また、生産量全国2位のそば、北
海道3位のお米など、国内有数の農産地から「暮
らしやすい」と評価が高く、直近10年間で152組
375名が移住。

北海道 沼田町

①住民生活課 移住定住応援室
②0164-35-2115
③jyuumin@town.numata.lg.jp
④https://teiju.com/

                  

夏は山や公園でキャンプ、温泉にあんどん祭り、ホタ
ル鑑賞化石掘り…冬はスキー場でウィンタースポー
ツ♪田舎だけど不便さはそんなにありません。「田舎
暮らしの本」住みたい町ランキング北海道で３年連
続No.１！
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青森県 八戸都市圏　八戸市

①広報統計課　
②0178-43-2320
③iju@city.hachinohe.aomori.jp ④https://www.
city.hachinohe.aomori.jp/ijujoho/index.html

                  

八戸市は多様な産業が集積しており、交通アク
セスに恵まれた人口約23万人の地方都市です。
産業と豊かな自然環境のある、半分都会で半分
田舎の魅力にあふれた八戸市で新しい生活を始
めてみませんか？

青森県 弘前市

①ひろさき移住サポートセンター東京事務所　
②03-6256-0801
③tokyo@city.hirosaki.lg.jp
④https://www.hirosakigurashi.jp/

                  

自然たっぷりの田舎暮らしも、おしゃれな都市
生活も。両方が楽しめる『お城とさくらとりん
ごのまち、弘前。』城下町でありながら明治時代
に建てられたモダンな洋館もあり、和洋の異文
化が混在する魅力的なまちです。

岩手県 岩手県（いわて暮らし
サポートセンター）

①商工労働観光部 定住推進・雇用労働室　
②019-629-5588
③iwate@furusatokaiki.net　
④https://iju.pref.iwate.jp/

                  

かつて宮沢賢治が「イーハトーブ」と名付け、心
の中の理想郷として愛したふるさと。春は桜、
夏は草木の緑、秋は紅葉、冬は雪景色と四季が
はっきりしていて、山菜や釣り、温泉、スキー
など季節ごとに魅力を味わえます。

北海道 NPO法人北海道ふるさと回帰
支援センター

①移住
②090-3394-2176
③info@furusato-kaiki.jp
④www.furusato-kaiki.jp

                  

北海道内全域の移住相談を行います。 「地域お
こし協力隊」に関すること、 移住先の住居（格安
な空家）についてご相談ください。

北海道 北海道機械工業会

①北海道機械工業会
②011-221-3375　
③kogyokai@sweet.ocn.ne.jp　
④http://h-kogyokai.or.jp/

                  

移住やＵＩターンを検討されている方で、お仕事
を捜している皆様！ 北海道内の「ものづくり」企
業で働いてみませんか？ 未経験者歓迎！ （一社）
北海道機械工業会では、求人情報を提供してい
ます。

青森県 青森県

①地域活力振興課
②017-734-9174
③ijukoryu@pref.aomori.lg.jp
④https://www.aomori-life.jp/

                  

青森県では近年、新規就農や起業・創業、リモー
トワークなどにより、多様な働き方を実現する
方が増えています。自然豊かな青森県で、ゆと
りある暮らしを送りながら、夢の実現にチャレ
ンジしてみませんか？

東 北東 北 青森県青森県
AOMORIAOMORI

IWATEIWATE
AKITAAKITA

TOHOKUTOHOKU

YAMAGATAYAMAGATA

MIYAGIMIYAGI

FUKUSHIMAFUKUSHIMA

岩手県岩手県

宮城県宮城県

福島県福島県

秋田県秋田県

山形県山形県

青森市青森市

盛岡市盛岡市

仙台市仙台市山形市山形市

福島市福島市

秋田市秋田市

第15回ふるさと回帰フェア（2019年）より
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岩手県 盛岡市

①市長公室企画調整課都市戦略室
②019-613-8370　③toshisen@city.morioka.
iwate.jp　 ④http://www.city.morioka.iwate.
jp/kurashi/1027361/1027362/index.html

                  

東京から最短２時間程の北東北の玄関地である
盛岡。人口約29万人の中核市です。雄大な岩手
山の裾野に広がり，川と緑に囲まれ自然を感じ
ながら，中核市としての便利さを兼ね備えた地
方都市です。

岩手県 遠野市

①産業部観光交流課
②0198-62-2111
③info@dekurasu-tono.jp
④https://dekurasu-tono.jp/

                  

緑豊かな自然、新鮮なジンギスカン、そして美
味しいビール。 日常に豊かさのある暮らし、遠
野ではじめませんか？ ここは遠野物語に始ま
る民話の里でありながら、若者が地元ホップを
盛り上げるビールの里です。

岩手県 八幡平市

①まちづくり推進課
②0195-74-2111
③machi@city.hachimantai.lg.jp
④https://www.city.hachimantai.lg.jp/

                  

八幡平市は岩手山や八幡平、安比高原など大自
然に囲まれスキーやゴルフを楽しめるほか多数
の温泉があり、四季を通じて感動を体験できる
まちです。春の雪解け時に見られる八幡平ドラ
ゴンアイや雪の回廊でも有名です。

岩手県 雫石町

①政策推進課
②019-692-6409
③kikaku@town.shizukuishi.iwate.jp
④https://www.town.shizukuishi.iwate.jp/

                  

岩手の県都、盛岡に隣接し、交通アクセスに恵
まれていながら、岩手山等の美しい峰々に囲ま
れ、泉質も効能も違う温泉が11か所、小岩井農
場やスキー場などもあり、四季を通じて雄大な
自然の中で遊ぶことができます。

宮城県 宮城県

①宮城県企画部地域振興課移住定住推進班　
②022-211-2454
③tisini@pref.miyagi.lg.jp
④https://miyagi-ijuguide.jp/

                  

東京から最速90分、東北各都市とのアクセスも
良好な東北のハブ的な位置にあり、自然と街が
近接する豊かなロケーションの県です。夏も冬
も穏やかな気候と豊富な食も魅力！皆さんの
ちょうどいいを探して見ませんか？

宮城県 石巻市

①一般社団法人ISHINOMAKI2.0
②0225-90-4982
③navi@ishinomaki2.com
④https://ishinomaki-iju.com/

                  

石巻市は震災後、多様な方が移住している街で
す。海、山、川、街のすべてが揃い、ライフス
タイルの選択肢が多く、田舎暮らしや起業など
新しいチャレンジしながらの移住もしやすい街
です！

宮城県 白石市

①市民経済部まちづくり推進課
②0224-22-1327
③teiju@city.shiroishi.miyagi.jp
④http://109-one.com/

                  

白石市は、仙台市・福島市・山形市の３つの都
市の中間に位置する城下町です。市内には歴史
を感じられる名所や、豊かな自然を感じること
ができるスポットが多くあります。交通アクセ
スもよく暮らしやすいまちです。

宮城県 ゆるく、おもしろく、
つながる栗原　宮城県栗原市

①企画部定住戦略室
②0228-22-1125
③teijyusokushin@kuriharacity.jp　
④https://www.kuriharacity.jp/welcome/index.html

                  

東京から新幹線で約２時間。 神の絨毯と呼ばれ
る全山紅葉が広がる栗駒山を望む秋。１０万羽以
上の渡り鳥が飛来する冬。 栗原いなか時間。お
試し移住体験でこれからの寒さと人の暖かさを感
じてみませんか？

宮城県 東松島市

①復興政策部復興政策課　②0225-82-1111　
③ijyu@city.higashimatsushima.miyagi.jp　
④ https://www.city.higashimatsushima.
miyagi.jp/index.cfm/36,html

                  

東松島市は日本三景で有名な松島町の東隣にありま
す。 海や山、特に航空自衛隊ブルーインパルスが
飛び交う大空は心地よく、 自然豊かながらも鉄道や
高速道路も充実し、仙台や石巻も生活圏内です。
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宮城県 大崎市

①市民協働推進部政策課
②0229-23-2129
③seisaku@city.osaki.miyagi.jp
④https://www.city.osaki.miyagi.jp/

                  

宮城県の北西部に位置し、江合川と鳴瀬川とい
う2つの大きな河川にはぐくまれた、広大で実
り豊かな大崎耕土が広がる地域です。四季折々、
自然のキャンバスによる色のおもてなしをいた
します。

宮城県 南三陸町

①南三陸町移住・定住支援センター
②0226-25-9552
③minamisanriku@pallet.work
④https://www.minamisanriku-iju.jp/

                  

森・里・海の距離が近く自然豊かな南三陸町。
コンパクトだから人との繋がりも深い町。そん
な人の温かさに触れ移住を決めました。 仕事
はオンラインでもできる時代だからこそ、住む
場所にはこだわってみませんか。

宮城県 登米市

①観光シティプロモーション課　
②0220-23-7331　 ③tome-life@city.tome.
miyagi.jp　 ④https://www.city.tome.miyagi.
jp/shisejoho/ijuteju/index.html

                  

NHK連続テレビ小説「おかえりモネ」の舞台にも
なっている登米市は、若者や子育て世代などか
ら選ばれ、住みたくなるまちづくりを目指して、
住まいの取得や子育ての支援など移住・定住の
促進に取り組んでいます。

宮城県 気仙沼市

①震災復興・企画課けせんぬま創生戦略室　
②0226-22-6600
③kikaku@kesennuma.miyagi.jp
④https://www.kesennuma.miyagi.jp/

                  

宮城県の最北端に位置し、漁業水産業を主産業と
して発展してきた街です。震災後は「市民が主役
のまちづくり」をテーマに復興が進み、今ではひ
とりひとりのチャレンジを応援する気風が街に溢
れています。

秋田県 秋田県

①あきた未来創造部　移住・定住促進課　
②018-860-1234
③iju@pref.akita.lg.jp
④https://www.a-iju.jp/

                  

豊かな自然や食、多彩な伝統文化を楽しみなが
ら、国内屈指の子育て・教育環境と、災害や犯
罪が少ない安全・安心な生活環境の中で暮らす
ことができます。あなたの「あした」はきっと、

「あきた」にありますよ！

秋田県 能代市

①企画部総合政策課人口政策・移住定住推進室
②0185-89-2163
③sougou@city.noshiro.lg.jp　 ④ https://
www.city.noshiro.lg.jp/sangyo/iju-teiju/11013

                  

海・山・川の自然で様々なアクティビティが楽
しめます！医療機関や、公共施設、スーパーな
ど、街機能も整っています。移住、企業、就農
など各種支援もあります！

秋田県 秋田市

①企画財政部人口減少・移住定住対策課
②018-888-5487
③ro-plpo@city.akita.lg.jp　
④http://akitacity110.com

                  

北東北最大規模の都市でありながら豊かな自然
にも恵まれたまち秋田市。春は桜、夏は竿燈の
灯り、秋は⻩⾦色の稲穂、冬は雪と、四季の移
ろいが心に潤いを。全国トップクラスの学力を
育む教育環境も魅力です。

秋田県 にかほ市

①商工観光部商工政策課
②0184-43-7600
③shoukou@city.nikaho.lg.jp
④https://www.nikahome.jp/

                  

にかほ市は、鳥海山と日本海に抱かれた豊かな自
然と製造業を基幹産業としたものづくりが融和す
るまちです。山派！海派！両方の食とレジャーが
満喫できる環境と、充実した子育て支援があるま
ちで暮らしてみませんか。

山形県 山形県（ふるさと山形移住・
定住推進センター）

①移住・定住推進グループ
②023-687-0777
③furusato@yamagata-iju.jp
④https://yamagata-iju.jp/

                  

山形県は一度行ったら好きになる！優しい県民
性、美味しい物や豊かな自然がいっぱいです。そ
んな山形県の魅力や移住支援情報を、山形県在
住・出身の移住相談員が丁寧に紹介します！まず
はお気軽にご相談ください。
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山形県 山形市

①企画調整部企画調整課
②023-641-1212（内線213）
③kikaku@city.yamagata-yamagata.lg.jp
④https://www.city.yamagata-yamagata.lg.jp

                  

2017年にユネスコ創造都市ネットワークへの
加盟が認定され、豊かな創造性を世界に誇るま
ちです。現在は健康医療先進都市というビジョ
ンを掲げ、市民が暮らしやすく健康元気なまち
づくりに取り組んでいます。

山形県 村山市

①政策推進課 地方創生係
② 0237-55-2111　 ③ seisaku@city .
murayama.lg.jp　④https://www.city.murayama.
lg.jp/shisei/keikaku_seisaku/ijuteiju/index.html

                  

村山市は山形県中央部に位置し、村山駅には山
形新幹線が停車、山形空港からは車で約２０分
の距離にあります。東沢バラ公園、そば街道、
最上川三難所、居合道など、訪れる人を楽しま
せる地域資源が豊富なまちです。

山形県 大江町

①政策推進課 移住・定住推進室 地域交流係　
②0237-84-1503
③iju@town.oe.yamagata.jp
④http://www.town.oe.yamagata.jp/

                  

大江町は山形県の中央部に位置し、四季折々の自
然が美しい町です。農家の皆さんによる新規就農
者受け入れ態勢が充実。さらに移住者向け家賃
補助、住宅ローン補助、子育て支援で移住者の
皆さんをサポートします。

山形県 なせばなる 米沢市

①企画調整部地域振興課
②0238-22-5111
③chiiki-ka@city.yonezawa.yamagata.jp
④http://www.city.yonezawa.yamagata.jp/

                  

米沢に脈々と受け継がれる「なせばなる」。それは
尽きることない挑戦と創造のエネルギー！四季の
イベントや数々の観光資源をきっかけとして、米
沢人との温かい交流を通じ、あなただけの米沢の
魅力を感じてください。

山形県 白鷹町ふるさと移住推進協議会

①商工観光課観光交流係
②0238-85-6126
③shoukou@so.town.shirataka.yamagata.jp
④http://shirataka-iju.jp/

                  

白鷹町は、山形県南部置賜地域にある小さな町
です。 古典桜が咲き誇る春、山形夏の風物詩「紅
花摘み」が行われる夏、最上川が育んだ鮎が遡
上する秋、名店自慢の蕎麦が旬を迎える冬と四
季を感じて暮らしませんか？

山形県 飯豊町

①企画課総合政策室
②0238-87-0521
③i-seisaku@town.iide.yamagata.jp
⑤https://www.town.iide.yamagata.jp/

                  

ご飯が豊かな町と書いていいでまちと読みます。
人口6,800人。お米やアスパラガス、どぶろくな
どが特産です。東京から新幹線で約２時間半。ぜ
ひ一度おいでください☆

山形県 鶴岡市

①企画部地域振興課
②0235-25-2111
③chiikishinko@city.tsuruoka.yamagata.jp
④http://tsuruoka-iju.jp/

                  

鶴岡市は、城下町の面影を残しつつ、バイオ連
のべンチャー企業が続々と誕生するなど、伝統
と現代文化が共存する街です。山・平野・川・
海の自然の中で、ゆったり趣味や子育てを満喫
できる生活の実現が可能です。

福島県 福島県

①企画調整部地域振興課
②024-521-8023
③ui-turn@pref.fukushima.lg.jp
④https://www.pref.fukushima.lg.jp/site/fui/

                  

面積の広い福島県は、歴史豊かな雪国・会津、
首都圏とのアクセス抜群な中通り、太平洋に面
し温暖な浜通り、と３地方で気候も文化もいろ
いろ！ 専門の相談員が対応しますので、まず
はお気軽にご相談ください。

福島県 会津若松市

①地域づくり課
②0242-39-1202
③shinko@tw.city.aizuwakamatsu.fukushima.jp
④http://aizuwakamatsu-iju.jp/

                  

鶴ケ城などの歴史と伝統が息づく城下町。行政
サービス等にＩＣＴを導入したまちづくり“ス
マートシティ会津若松”に取り組んでいます。
磐梯山や猪苗代湖の自然と都市機能もほどよく
ある、ちょうどいい田舎です。
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福島県 喜多方市

①地域振興課
②0241-24-5306
③chiiki@city.kitakata.fukushima.jp　④https://
www.city.kitakata.fukushima.jp/site/iju-info/

                  

豊かな自然に囲まれていますが、生活に必要な
ものを市内で揃えられる便利さも備えていま
す。喜多方ラーメンをはじめとした食や、しだ
れ桜並木やひまわり畑といった花々が、暮らし
を豊かにしてくれます。

福島県 金山町

①復興観光課
②0241-54-5203
③fukkou@town.kaneyama.fukushima.jp
④https://www.town.kaneyama.fukushima.jp/

                  

⾦山町は、霧を発生させ幻想的な風景を見せて
くれる只見川や、二重カルデラ湖である沼沢湖
など自然に囲まれた地域です。四季を感じられ
る地域であり、紅葉や雪景色は人々を感動させ
る風景となっております。

福島県 福島市

①定住交流課
② 024-572-5451　 ③ teijyuu@mail.city.
fukushima.fukushima.jp　 ④https://www.
city.fukushima.fukushima.jp/ijyuu/

                  

福島市は人口28万人の県庁所在地です。近年首
都圏を中心に移住される方が増えています。今な
らイベント参加者等限定で「湯めぐりパスポート」
を移住者へ進呈。あなたの理想の暮らしはきっと
福島市にあります！

福島県 NPO法人ゆうきの里
東和ふるさとづくり協議会

①事務局
②0243-46-2116　 ③yuukinosato@piano.
ocn.ne.jp　 ④https://touwanosato.net/ゆ う
きの里東和ふるさとづくり協議会/

                  

私たちは阿武隈山系東和地域の自然豊かな里山
の恵み、歴史と文化・景観を保全し、ふるさと
づくりを推進するとともに顔と心の見える交流
を通じて、誇りと生きがいを持って、住民主体
の地域活性化を目的としています。

福島県 伊達市

①未来政策部協働まちづくり課
②024-575-1177
③kyodou@city.fukushima-date.lg.jp
④https://www.city.fukushima-date.lg.jp/site/iju/

                  

東京から電車で2時間、ふらっと来られる“便利
な田舎” 。市内4か所の高速道路ICがあり、仙
台市内へも高速道路を利用し1時間程度。妊娠
時からの担当保健師による切れ目ない子育て支
援に力を入れています。

福島県 福島のへそのまち　本宮市

①総務政策部政策推進課定住交流係　
②0243-24-5323
③teijyuu@city.motomiya.lg.jp　 ④https://
www.city.motomiya.lg.jp/site/teijyu/

                  

アクセス抜群の本宮市は「いっぱい」がいっぱ
い。仕事も遊びも学校も選択肢がいっぱい。豊
かな自然と笑顔がいっぱい。無限の可能性と成
長の伸びしろがいっぱい。理想の暮らしは、こ
こでつくれる。来てくれっぱい？

福島県 桑折町

①総合政策課 移住定住係
②024-582-2115
③seisaku@town.koori.fukushima.jp
④https://www.town.koori.fukushima.jp

                  

福島県北部に位置する桑折町は『献上桃の郷』と
して有名です。東北新幹線やＪＲ東北本線、東
北自動車道、国道４号、東北中央自動車道によ
り交通アクセスも抜群で、移住定住補助や子育
て支援事業も充実しています。

福島県 石川町

①企画商工課
②0247-26-9111
③kyodo@town.ishikawa.fukushima.jp
④https://www.town.ishikawa.fukushima.jp/

                  

石川町は、温泉郷・歴史・食の他、約２千本の
桜が咲き誇る知れば知るほどその魅力に引き込
まれていく町です。 移住や子育て支援制度が
充実している、買い物にも困らない丁度いい田
舎石川町へお越しください。

福島県 いわき市（IWAKIふるさと
誘致センター）

①総合政策部創生推進課
②0246-22-7025
③souseisuishin@city.iwaki.lg.jp
④https://i-furusatoyuchi.com/

                  

福島県いわき市は東京と仙台の真ん中、どちら
にも車や電車で2時間半で移動ができ、東北地
方ですが年間を通して雪が降らない、気候に恵
まれた地域です。東北のハワイいわき市で新し
い生活を始めてみませんか？
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福島県 南相馬市

①移住定住課
②0244-24-5269
③ijuteiju@city.minamisoma.lg.jp
④https://www.city.minamisoma.lg.jp/portal/

                  

南相馬市は、福島県の太平洋側に位置する、山と
海に囲まれた自然豊かなまちです。毎年7月末に
実施する国の重要無形文化財に指定されている
相馬野馬追や遊泳客やサーフィンスポットとして
有名な北泉海岸があります。

茨城県 茨城県

①政策企画部計画推進課
②029-301-2536
③iju-2chiiki@pref.ibaraki.lg.jp
④https://iju-ibaraki.jp/

                  

里山暮らしや海暮らし、東京へ最短30分とアク
セス環境も良好。「働きやすい」「住みやすい」い
ばらきで自分らしい暮らしはじめませんか？暮
らしの医・職（食）・住、なんでもご相談ください。

栃木県 栃木県

①総合政策部 地域振興課
②028-623-2233
③chiiki@pref.tochigi.lg.jp
④https://www.tochigi-iju.jp/

                  

様々な産業がバランスよく発展し、豊かな自然
や文化・食などにも恵まれていることに加え、
東京からアクセスしやすく、移住のほか、２拠
点生活や東京通勤など、様々なライフスタイル
が実現可能です。

栃木県 足利市

①総合政策部まちの魅力創出課
②0284-20-2261
③machi@city.ashikaga.lg.jp
④http://www.kararikoturn.com/

                  

子育て環境・医療機関が充実し、快適に暮らせ
る環境がコンパクトにまとまった街、足利市。
都心から約８０ｋｍに位置し、北部に緑豊かな
山並み、中央部には渡良瀬川が流れ、歴史・文
化の趣のある風光明媚な街です。

栃木県 小山市

①シティプロモーション課
②0285-22-9376
③d-promotion@city.oyama.tochigi.jp
④https://www.city.oyama.tochigi.jp/site/iju/

                  

東京まで在来線乗り換えなし約80分。新幹線で
約40分。東京へのアクセス性の高さと渡良瀬遊
水地をはじめとした豊かな自然が両立する街で
す。東京通勤もできる小山市で、テレワーク移
住をされる方が増えています。

栃木県 下野市（しもつけ）

①総合政策課地方創生推進グループ
②0285-32-8886
③sougouseisaku@city.shimotsuke.lg.jp
④https://shimotsuke-pr.jp/

                  

東京圏へ電車でらくらく通えます！テレワーク
への補助も充実（月額5万円の家賃補助）！医療
のまちとして知られる下野市は子育ても安心。
関東平野が広がり、災害も少ない土地柄です。 
☆来て見て住んで下野市☆

群馬県 群馬県

①ぐんま暮らし・外国人活躍推進課　
②027-226-2371
③gunmagurashi@pref.gunma.lg.jp
④https://gunmagurashi.pref.gunma.jp/

                  

群馬の魅力は ①都心からの距離感(100km､ 1
時間) ②交通網の充実(新幹線､ 高速自動車道) 
③豊富な水資源 ④全国有数の農業県 ⑤全国2
位の物価の安さ..そんな群馬県の話を気軽に聞
いてみませんか。

関 東関 東
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群馬県 前橋市

①観光政策課　②027-257-0675
③kanko@city.maebashi.gunma.jp
④ https://www.city.maebashi.gunma.jp/soshiki/
bunkasupotsukanko/kankoseisaku/gyomu/9/2995.html

                  

群馬県のほぼ中心に位置し市街地と、自然豊か
な山間部が共存しており、都会と田舎での２つ
の暮らしが満喫できます。生活コストに係る物
価が安く、医療機関や子育て支援が充実し、都
心にも近く生活しやすい街です。

群馬県 渋川市

①総合政策部 政策創造課 移住定住支援係　
②0279-22-2401
③hp-seisaku@city.shibukawa.gunma.jp
④https://www.city.shibukawa.lg.jp/

                  

渋川市は首都圏からも近く、豊かな自然、温泉
資源に恵まれた「日本のへそのまち」です。毎年
多くの方が移住支援⾦や空家バンク等、様々な
移住支援制度を利用し、移住しています。ぜひ
お立ち寄り、ご相談ください。

群馬県 中之条町

①企画政策課
②0279-75-8837
③ijyu@town.nakanojo.gunma.jp　④https://
www.town.nakanojo.gunma.jp/ijyu/

                  

都心から車で約２時間。ぐんま北西部の美しい
自然と温泉のまち。 移住・定住コーディネー
ターが移住前後の悩み事に対して手厚くサポー
ト致します。

埼玉県 埼玉県

①地域政策課
②048-830-2773
③a2760-01@pref.saitama.lg.jp　④https://www.
pref.saitama.lg.jp/a0106/sumunarasaitama/

                  

豊かな自然に恵まれており、のびのび子育てが
できる埼玉県。始発駅も多く、都内までも快適。
テレワーク＆通勤に最適です。起業支援も充実、
夢を叶えられるかも。 PR動画公開中！「#埼玉
物語」で検索！

埼玉県 行田市

①総合政策部企画政策課
②048-556-1111（内線308）
③kikakuseisaku@city.gyoda.lg.jp　
④https://www.city.gyoda.lg.jp

                  

埼玉県名発祥の地である行田市は、「埼玉古墳群」
や「忍城」、「足袋蔵」などの歴史的文化財を有する
観光地です。また、豊かな自然の中での田舎暮ら
しと都市生活の両立できる住みやすい町です。

千葉県 千葉県

①総合企画部政策企画課
②043-223-2447
③kityo07@mz.pref.chiba.lg.jp　④https://www.pref.
chiba.lg.jp/seisaku/ijuteiju-chiba/portal/index.html

                  

千葉県は、東京の隣にありながら、海や里山な
ど豊かな自然に囲まれており、様々なライフス
タイルに対応できます。趣味に仕事に子育てに、
何をするにも「ちょうどいい千葉」で、あなたら
しい生活を見つけてください。

千葉県 御宿町

①企画財政課
②0470-68-2512
③kikaku@town-onjuku.jp
④https://www.town.onjuku.chiba.jp/

                  

千葉県の外房に位置し、白い砂浜のきれいな海と、
田園風景や緑豊かな山があり、市街地も大きな建
物が少ない居心地の良い田舎町です。また、東京
駅まで特急電車で約1時間20分とリモートワーク
もしやすい環境です。

千葉県 いすみ市（いすみ市定住促進協議会）

①企画政策課 移住・創業対策室
②0470-62-1332
③uji@city.isumi.lg.jp
④https://www.uji-isumi.com

                  

今までに多くの方が移住しているので、“つな
がる”コミュニティがたくさん。相談分野に応
じて希望の市民相談員の方と話ができる、サテ
ライト移住相談も実施。学校給食には、いすみ
市産の有機米や有機野菜を使用。

千葉県 勝浦市

①観光商工課定住・ビジネス支援係　
②0470-62-5581
③tiebi-ks@city-katsuura.jp　
④https://www.city.katsuura.lg.jp/

                  

海の蒼、山の緑。さと海、さと山の街、「かつう
ら」。テレワーク移住や起業をされる方の移住
が増えております。 サーフィン、SUP、釣り、
ゴルフなどの趣味と身近な生活を過ごしませ
んか。
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千葉県 南房総市

①総務部企画財政課
②0470-33-1001　 ③kikakuzaisei@city.
minamiboso.lg.jp　 ④ https://www.city.
minamiboso.chiba.jp/0000008848.html

                  

東京や横浜から車で70分、千葉県の最南端に位
置し、温暖な気候で日本屈指のサーフエリアを有し
ています。海ある暮らし〜農ある暮らしが楽しめる
人気のエリアです。教育、就農・起業支援に力を
入れています。

千葉県 旭市（生涯活躍のまち「みらいあさひ」）

①企画政策課
②0479-62-5307
③kikaku@city.asahi.lg.jp
④https://www.city.asahi.lg.jp/

                  

都心から最短90分！大規模病院や高速バス停
に至近の好立地に、安心・交流・暮らしが整っ
た新たなまちが誕生します。豊かな自然と美味
しい食が楽しめる近くて便利な海辺のまちで
“ちょいなか暮らし”始めませんか！

千葉県 香取市

①経営企画部企画政策課
②0478-50-1206　 ③seisaku@city.katori.
lg . jp　 ④ http://www.city.katori. lg. jp/
government/plan_policy/ijuu_teijuu/index.html

                  

香取市は千葉県北東部、東京から70km圏、成
田空港から15km圏に位置し、利根川周辺や里
山等の豊かな自然景観や、重要伝統的建造物群
保存地区に選定された歴史景観が残る、自然・
歴史・文化に彩られたまちです。

神奈川県 神奈川県

①政策局自治振興部地域政策課
②045-210-3275
③tiikirenkei@pref.kanagawa.jp　 ④https://
www.pref.kanagawa.jp/menu/6/33/167/index.html

                  

神奈川県は、都心からのアクセスに優れるとと
もに、海・山・川などの豊かな自然に恵まれて
います。ちょこっと田舎でオシャレな神奈川で、
あなただけのライフスタイルを見つけてみませ
んか？

神奈川県 山北町

①定住対策課
②0465-75-3650
③teijyu@town.yamakita.kanagawa.jp　
④http://www.town.yamakita.kanagawa.jp/lifetown/

                  

神奈川県の西端にあり、東京まで電車で約90分
の利便性と、面積の約9割が森林地帯の豊かな
自然が融合したのどかなまちです。穏やかな田
舎暮らしやテレワークを検討している方へおす
すめです。

神奈川県 小田原市

①企画政策課
②0465-33-1268
③ko-sales@city.odawara.kanagawa.jp
④https://odawalab.com/

                  

小田原市は、海・川・里・森・街がオールイン
ワンでコンパクトに揃うまちで、新幹線を使え
ば東京から約30分の立地にあり、鉄道5社6路
線が乗り入れるなど、交通アクセスにも優れて
います。

新潟県 新潟県（にいがた暮らし・
しごと支援センター）

①しごと定住促進課
②025-280-5635
③ngt050050@pref.niigata.lg.jp
④https://niigatakurashi.com/

                  

新潟県へのＵ・Ｉターンに関するワンストップ
窓口である『にいがたくらしごとセンター』が、

「暮らし」と「しごと」の両面から、お一人お一人
のニーズに合わせたＵ・Ｉターンをサポートし
ます。

甲信越甲信越
新潟県新潟県
NIIGATANIIGATA

YAMANASHIYAMANASHI

NAGANONAGANO

KOUSHINETSUKOUSHINETSU

山梨県山梨県

長野県長野県

新潟市新潟市

長野市長野市

甲府市甲府市4
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新潟県 小千谷市

①観光交流課
②0258-83-3512
③chiiki@city.ojiya.niigata.jp
④https://www.city.ojiya.niigata.jp/site/iju/

                  

都心から2時間、信濃川による河岸段丘が美し
いまち小千谷市。魚沼産コシヒカリや錦鯉と
いった自然を生かした産業がさかんです。豊か
な自然とともに五感で四季を楽しみながら、ほ
どよい田舎暮らしをしてみませんか？

新潟県 長岡市

①ながおか魅力発信課
②0258-39-5151
③na-ijuteiju@city.nagaoka.lg.jp　 ④https://
www.city.nagaoka.niigata.jp/na-ijuteiju/

                  

長岡市は、雪国の気候が育む美味しい食材、発
酵文化や自然に恵まれた生活環境など、毎日を
豊かにしてくれる要素が数多くあります。なか
でも一番の自慢は「人」。長岡には「人」が活躍で
きる土壌があります。

新潟県 柏崎市

①元気発信課
②0257-21-2311
③hasshin@city.kashiwazaki.lg.jp
④https://www.city.kashiwazaki.lg.jp/

                  

新潟県の真ん中にある柏崎市は、42kmに及ぶ長
い海岸線を有し、米山を始めとする山々に囲まれ
た自然豊かな地域です。夏には大規模な花火大会、
冬には雪まつりなど、鮮やかな光景が広がる柏崎
に移住しませんか？

新潟県 新潟市

①雇用政策課　新潟暮らし推進室
②025-226-2149
③kurashi@city.niigata.lg.jp
④https://iju.niigata.jp/

                  

人口約80万人の新潟市は、本州日本海側唯一の
政令市。東京から新幹線で最短97分とアクセス
抜群。商業施設や文化施設が立ち並ぶまちなか
と雄大な自然の両方を楽しむことのできる新潟
暮らしの魅力をお伝えします！

新潟県 燕市

①地域振興課
②0256-77-8364　 ③chiiki@city.tsubame.
lg.jp　 ④https://www.city.tsubame.niigata.
jp/keikaku/keikaku/10217.html

                  

日本有数の⾦属複合加工技術の集積地である燕
市は、⾦属製のカトラリーやキッチンツールの国
内主要産地のものづくりのまちです。やりがいの
ある仕事や働きたくなるような職場が、きっと見
つかります。

新潟県 湯沢町

①総務部企画政策課
②025-784-3454
③kikaku@town.yuzawa.lg.jp
④https://livelife.town.yuzawa.lg.jp/

                  

東京まで新幹線で最短70分！リモートワークで
の移住はもちろん、都内に通勤することも湯沢町
なら可能です。豊かな自然の中で形にとらわれな
い、新しい生活を湯沢町で楽しみましょう。ただ
し、雪かきは必須です。

新潟県 上越市

①自治・地域振興課
②025-520-5674
③jichi-chiiki@city.joetsu.lg.jp　 ④https://
www.city.joetsu.niigata.jp/site/furusato/

                  

子育て環境や都市機能が充実し、海にも山にも
近い上越市では、海水浴やキャンプなどが楽し
めるほか、四季折々の自然を感じながら暮らす
ことができます。北陸新幹線や高速道路で、首
都圏等へのアクセスが良好です。

新潟県 妙高市

①地域共生課
②0255-74-0064
③chiikikyosei@city.myoko.niigata.jp
④https://www.city.myoko.niigata.jp/myoko-life/

                  

妙高市は新潟県の南西部で、長野県の県境に位
置します。妙高戸隠山国立公園に属しており、
温泉やスキー場などの観光資源も豊富です。北
陸新幹線や上信越自動車道など整備され、首都
圏からのアクセスも良好です。

山梨県 山梨県

①リニア未来創造局 二拠点居住推進課
②055-223-1850
③nikyoten@pref.yamanashi.lg.jp
④https://www.iju.pref.yamanashi.jp/

                  

都心から近く、富士山、南アルプス、八ヶ岳な
どの美しい山々、四季折々の風景、果樹・ワイ
ンに代表される自然の恵み、充実した子育て環
境など、二拠点居住・移住に最適な山梨県で心
地よい暮らしを始めませんか。

39
 地方中心都市（人口10万人以上）　　  医療施設が整っている　　  学校等教育施設が整っている　　  受入団体（移住者の会など）がある

❷

❺

❽

❹

❼

❶

❸

❻

❾



山梨県 甲斐市

①商工観光課
②055-278-1708
③shoukou@city.kai.yamanashi.jp
④https://www.kai-iju.jp/

                  

甲府市の西隣に位置し、中央自動車道やJR中央
線で、東京から１時間半でアクセス可。 市街
地はショッピングモールや小売店、専門性の高
いクリニックや大きな公園があり、北部には豊
かな自然が広がっています。

山梨県 上野原市

①総務部　政策秘書課政策担当
②0554-62-3191
③seisaku@city.uenohara.lg.jp
④https://www.city.uenohara.yamanashi.jp/

                  

山梨県の最東部に位置し、市の中央には桂川が
流れて市面積の約8割は森林。中央自動車道、
JR中央線が通っていて新宿まで約1時間、とい
う立地ながら自然を満喫できる住みやすいとこ
ろです！

山梨県 山梨市

①地域資源開発課　地域資源活用担当
②0553-22-1111
③chiikishigen@city.yamanashi.lg.jp
④https://www.city.yamanashi.yamanashi.jp/iju/

                  

県内有数の桃やぶどうの生産地。都心から車や
電車で90分、県庁所在地の甲府市までは15分
とアクセスも良く、登山客にも人気の雄大な
山々や西沢渓谷、温泉など豊かな自然にも恵ま
れていて、とても住みやすいです！

山梨県 富士河口湖町

①政策企画課
②0555-72-1129
③seisaku@town.fujikawaguchiko.lg.jp
④http://www.town.fujikawaguchiko.lg.jp

                  

富士河口湖町は日本のほぼ真ん中、富士山の北
側に位置しています。緑豊かな山々に囲まれ、
富士五湖のうち河口湖、西湖、精進湖、本栖湖
という４つの湖を有するなど、日本屈指の景勝
地として高い評価を得ています。

長野県 田舎暮らし「楽園信州」推進協議会

①長野県企画振興部信州暮らし推進課
②026-235-7024
③iju@pref.nagano.lg.jp
④https://www.rakuen-shinsyu.jp/

                  

日常に溶け込む山々が四季の移ろいを感じさせ
てくれる長野県には、気候や風土の異なる10の
エリアがあります ３大都市圏とのアクセスも
良好な長野県で、あなたに合ったオンリーワン
の暮らし、見つけてみませんか。

長野県 平谷村

①教育委員会
②0265-48-2211
③kyoui@vill.hiraya.nagano.jp
④http://hirayamura.jp/

                  

平谷村は、長野県の南端に位置しており人口が
４００人程度と長野県内で一番少ない村です。
子育て支援制度や村内のレジャー施設も充実し
ており、豊かな自然の中で都会では味わう事が
出来ない暮らしをしてみませんか。

長野県 伊那市

①企画部地域創造課人口増推進係
②0265-78-4111
③jkz@inacity.jp
④https://www.inacity.jp/iju/index.html

                  

伊那市は、中央アルプスと南アルプスが東西に
広がる自然豊かなまちです。特色ある保育園や
小学校などが多く、図書館などの文化環境も優
れていることから「子育てにぴったりな田舎」と
しても取り上げられています。

長野県 小川村

①総務課総合戦略推進室
②026-269-2323
③kizai@vill.ogawa.nagano.jp
④http://ogawamura.jp/

                  

小川村は人口約2,400人の懐かしい山村風景が
残る小さな村です。 村の面積の7割が山林で雄
大な北アルプスに見守られている当村は、便利
ではないけど不便すぎることもない、田舎暮ら
しを楽しむことができます。

長野県 須坂市

①政策推進課 信州須坂移住支援チーム
②026-248-9017
③iju@city.suzaka.nagano.jp　 ④https://
www.city.suzaka.nagano.jp/kurasuzaka/

                  

須坂市は長野県の北東部に位置しブドウをはじめ
とした果樹栽培が盛んなフルーツ王国です。スー
パーの数は多くて超便利！身近な自然と医療や子
育て環境がコンパクトにまとまった便利な田舎の
須坂市で暮らしませんか。
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長野県 中野市

①商工観光課ちょうどいい田舎暮らし推進係　
②0269-22-2111
③chodoii@city.nakano.nagano.jp　 ④https://
www.city.nakano.nagano.jp/docs/2015033100243/

                  

日本の原風景が今も広がる唱歌「故郷」のふるさ
と。田舎ながらも生活に不便がない「ちょうど
いい田舎」は、農業が盛んで、全国有数の品質
と生産量を誇るきのこやりんご、ぶどう、桃、
さくらんぼなどの果樹も自慢！

長野県 南信州・阿智村

①協働活動推進課
②0265-43-2220
③teijyu@vill.achi.lg.jp
④https://www.vill.achi.lg.jp/

                  

阿智村は、環境省認定の「日本一の星空」と、
一万本の花桃が咲きほこる「日本一の花桃の里」
で有名な自然豊かな山間の村です。又、南信州
最大の温泉地「昼神温泉郷」は美人の湯としても
その名を馳せています。

長野県 南信州下條村

①総務課企画財政係
②0260-27-2311
③sjkizai@gmail.com
④https://www.vill-shimojo.jp/

                  

長野県の南部に位置し、真っ白なそば畑が広が
る人口3,600人ほどの小さな村です。雪も少な
く人も気候も穏やか。ちょっと贅沢な図書館が
あったり子育て支援制度も充実していて、ほど
よい田舎暮らしができます。

長野県 宮田村

①みらい創造課
②0265-85-3181
③kikaku@vill.miyada.nagano.jp
④http://go2miyada.net

                  

村の人口は約9,000人。面積は54.5㎢。生活圏
半径約２キロメートルと非常にコンパクトな村
の中には、医療機関や福祉施設、学校が十分に
配備されており、多様な子育て支援制度もあり
ます。

長野県 長野市

①人口増推進課
②026-224-8851
③iju@city.nagano.lg.jp
④https://www.city.nagano.nagano.jp/site/iju/

                  

東京まで新幹線で90分！国宝善光寺の門前街
は古民家や蔵をリノベーションしたお店がたく
さんあります。一方で、少し足を延ばせば里山
の風景や大自然もすぐそばです。理想の暮らし
は長野市できっと見つかります。

長野県 長野市（地域おこし協力隊）

①地域活動支援課
②026-224-5033　 ③chiiki@city.nagano.
lg.jp　 ④https://www.city.nagano.nagano.
jp/site/naganotiikiokosikyouryokutai/

                  

長野市は、長野県の北部に位置する県庁所在地
です。古くから善光寺の門前町として栄え、今
も情緒あふれる街並みを残す一方で、市街地か
ら郊外に30分程車を走らせると里山の風景や
大自然にも触れることができます。

長野県 飯山市

①移住定住推進課
②0269-67-0740
③ijuteiju@city.iiyama.nagano.jp
④https://furusato-iiyama.net/

                  

長野県最北に位置し四季の移ろいがはっきりし
ています。北陸新幹線飯山駅や上信越自動車道
I.Cがあり、首都圏等からのアクセスも抜群で
す。北信州いいやまはあなたのふるさと探しを
全力で応援いたします！

長野県 木島平村

①産業企画室
②0269-82-3111
③iju@vill.kijimadaira.lg.jp　 ④http://www.vill.
kijimadaira.lg.jp/categories/kubun/kurashi/iju/

                  

最寄りの北陸新幹線飯山駅から東京駅まで最速
115分。四季折々の風景が楽しめる、人口4,500
人の農山村です。米と水がおいしい。自然で遊
び学ぶ。温泉で疲れを癒す。あなたに合った田
舎暮らし始めませんか。

長野県 松本市

①移住推進課
②0263-34-3193　③matsumotogurashi@city.
matsumoto.lg.jp　 ④http://www.city.matsumoto.
nagano.jp/miryoku/ijyuu/index.html

                  

松本市は「日本の都市特性評価」2021年版（森記
念財団都市戦略研究所）で、居住性の高さが評
価され、国内主要138都市中9位になりました。

「ほどよい」まち・松本で暮らしてみませんか？
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長野県 木曽町

①木曽町役場観光商工課
②0264-22-4285
③kanko@town-kiso.net
④https://life-kiso.com/

                

木曽といえば、木曽路・木曽川・木曽檜・木曽
義仲・御嶽山等が有名です。標高は８００〜
１２００m、９０％が森林です。豊富な山の恵
があり、市街地や高原地域など多様な暮らしが
できる町です。

長野県 上田市（上田地域定住自立圏）

①移住交流推進課
②0268-71-6734
③iju@city.ueda.nagano.jp
④https://www.city.ueda.nagano.jp/

                  

都心から新幹線で最短80分の好アクセスに加え、
豊かな自然と便利な居住環境が程良く調和した
街です。中心市街地周辺に高原や温泉地、スキー
場やキャンプ場などがあり、多種多様なライフス
タイルが実現できます。

長野県 佐久市

①移住交流推進課
②0267-62-3283
③kouryu@city.saku.nagano.jp　 ④https://
www.city.saku.nagano.jp/sakunikurasu/index.html

                  

佐久市で“サク”セスライフを！ 浅間山と八ヶ岳
に囲まれた高原都市、佐久市。 首都圏へのアク
セスも抜群。自然災害も少なく医療も充実。 程
よい便利さと程よい田舎がある街、佐久市で新し
い人生始めませんか。

長野県 諏訪湖・八ヶ岳エリア

①岡谷市　産業振興部　工業振興課
②0266-21-7000
③iju@suwa-life.jp
④https://www.suwa-life.jp/

                  

長野県の中央に位置し、諏訪湖と八ヶ岳に抱か
れた諏訪圏（岡谷市、諏訪市、茅野市、下諏訪町、
富士見町、原村）、標高800ｍ以上の観光地で
あり温泉地・別荘地もあり！首都圏からアクセ
ス良し！住みやすい地域です

長野県 原村

①総務課　企画振興係
②0266-79-7942
③kikaku@vill.hara.lg.jp
④https://www.hara-life.jp/

                  

八ヶ岳山麓の豊かな自然に囲まれて、心も体も
リフレッシュしませんか。高原特有の夏でも涼
しくカラッとした気候で、避暑地としても人気
です。田舎暮らし案内人もサポートします。ぜ
ひ一度原村にお越しください。

長野県 茅野市（ちのし）

①企画部移住・交流推進室
②0266-72-2101（内線236）
③iju@city.chino.lg.jp
④https://rakuc.net/

                  

【新宿から特急あずさで2時間！リモートワークや
二地域居住で人気】の長野県茅野市。夏の避暑地
としての歴史があり、インフラも整備され、安心
して暮らせます。

長野県 諏訪湖移住プロジェクト
（岡谷市・諏訪市・下諏訪町）

①岡谷市　産業振興部工業振興課　
②0266-21-7000
③kougyo@city.okaya.lg.jp　 ④https://www.
city.suwa.lg.jp/site/iju/1829.html

                  

長野県中央の諏訪湖を囲む３市町。自然豊かな
山や高原、都市部へのアクセスが便利な諏訪湖
周での暮らしは、仕事もアウトドアも充実させ
たい方にオススメです。休日にはサイクリング
やカヤック体験も楽しめます！
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富山県 「くらしたい国、富山」

①富山県ワンチームとやま推進室移住・交流促進担当
②076-444-4496
③aoneteamtoyama@pref.toyama.lg.jp
④https://toyama-teiju.jp/

                  

立山連峰の大パノラマが広がる絶景の富山県。
立山から一年を通して豊かできれいな水が流れ
込む富山湾では、寒ブリやホタルイカ、白エビ
などの海の幸がとれます。山も海も楽しめる、
絶景の日常が待っています。

富山県 とやま呉西圏域（高岡市）

①都市経営課　広域連携推進室
②0766-20-1101
③keiei@city.takaoka.lg.jp
④https://takaokalife.jp/

                  

高岡市は豊かな自然と歴史文化を感じられるま
ちです。公共交通も充実し、買い物に不便はあ
りません。山あり、海あり、歴史的なまち並み
あり、魅力的で豊かな暮らしができます♪

富山県 とやま呉西圏域（射水市）

①未来創造課
②0766-51-6614
③mirai@city.imizu.lg.jp
④https://www.city.imizu.toyama.jp/iju/

                  

射水市は、歴史と文化、豊かな食に恵まれ、注
目高まる人気のエリアです。 市内には「太閤山
ランド」や「大島絵本館」、子育て支援センター

「キッズポートいみず」など、子育てしやすい環
境が充実しています。

富山県 とやま呉西圏域（氷見市）

①地域振興課
②0766-74-8075
③chiikishinkou@city.himi.lg.jp
④https://www.city.himi.toyama.jp

                  

本市は、全国的に有名な海越しの立山連峰に代
表される美しい自然や氷見寒ブリや氷見牛と
いった豊富な食など様々な魅力にあふれていま
す。子育てについても官民挙げて全国トップレ
ベルの手厚い支援を行っています。

富山県 とやま呉西圏域（砺波市）

①市民生活課
②0763 ｰ 33 ｰ 1172
③seikatsu@city.tonami.lg.jp
④https://www.tonami-life.net/

                  

砺波市は富山県西部に位置し、日本の原風景と
言われる田園の中に屋敷林に囲まれた家々が点
在する「散居村」が広がっています。車で10分ほ
どで市街地へ行くことができる便利な田舎暮ら
しが魅力の地方都市です。

富山県 とやま呉西圏域（小矢部市）

①定住支援課
②0766-67-1760
③teiju@city.oyabe.lg.jp　
④http://www.city.oyabe.toyama.jp/

                  

富山県の最西端に位置し、富山市や⾦沢市へ車・
電車ともに約３０分でアクセスでき、通勤通学、
レジャーで幅広い選択ができます。北陸唯一のア
ウトレットパーク、メルヘン建築、クロスランド
などの見どころもあります。

富山県 とやま呉西圏域（南砺市）

①南砺で暮らしません課
②0763-23-2037
③kurashimasenka@city.nanto.lg.jp
④https://www.kurashi.city.nanto.toyama.jp/

                  

季節ごとの自然の恵みや伝統、古き良き歴史を堪
能しながら暮らすことができます。豊かな文化に
育まれた南砺市だからできる体験、都会ではでき
ないあなたの思い描く暮らし方をぜひ南砺市で実
現してみませんか？

富山県富山県
石川県石川県

福井県福井県

北 陸北 陸
HOKURIKUHOKURIKU

ISHIKAWAISHIKAWA

TOYAMATOYAMA

FUKUIFUKUI

福井市福井市

金沢市金沢市

富山市富山市
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石川県 加賀白山定住機構

①事務局：（株）ぶなの森
②076-287-5530
③kaga-teijyu@bunanomori.com
④http://bunanomori.com/kagahakusan/

                  

加賀白山エリア（白山市、能美市、小松市、加
賀市、川北町）は、海・山・平地・温泉が身近
な生活圏内。住みやすさでランキング上位の地
域がひしめくエリアです。 「お試し移住プログ
ラム」もご利用ください。

石川県 能登定住・交流機構

①事務局
②0768-76-0660
③kikou@bunanomori.com
④http://bunanomori.com/kikou/

                  

能登定住交流機構では、能登全域（宝達志水町、
羽咋市、中能登町、志賀町、七尾市、穴水町、
能登町、輪島市、珠洲市）への移住をサポート
します。能登での暮らし・仕事を短期に体感で
きるプログラムもあります！

石川県 宝達志水町

①企画振興課
②0767-29-8250
③kikaku@town.hodatsushimizu.lg.jp
④https://www.hodatsushimizu.jp/

                  

能登最高峰の宝達山は全国水源の森100選に選
出され、その伏流水が豊かな農作物を育て、山
頂からは絶景が広がる。砂浜を車で走れる千里
浜なぎさドライブウェイもある。⾦沢市への通
勤・通学のアクセスも良好。

富山県 南砺市

①南砺で暮らしません課 　　　
②0763-23-2037
③kurashimasenka@city.nanto.lg.jp
④https://www.kurashi.city.nanto.toyama.jp/

                  

季節ごとの自然の恵みや伝統、古き良き歴史を
堪能しながら暮らすことができます。豊かな文
化に育まれた南砺市だからできる体験、都会で
はできないあなたの思い描く暮らし方をぜひ南
砺市で実現してみませんか？

富山県 魚津市

①地域協働課定住応援室
②0765-23-1095
③teiju@city.uozu.lg.jp
④https://uozu-sumitai.jp/

                  

新鮮な海の幸が獲れる海岸線から2,000ｍ級の
山々がそびえる北アルプスまでの距離が非常に
近い、自然の魅力が凝縮された地方都市です。自
然のエネルギー溢れる魚津市でのびのびとした暮
らしを始めてみませんか？

富山県 立山町

①企画政策課
②076-462-9980
③kikaku@town.tateyama.toyama.jp　
④https://www.town.tateyama.toyama.jp/

                  

人口約2.5万人の立山町は富山県中央部から東
南に細長く位置しています。 町の中心よりや
や標高の高いエリアでは、富山平野・富山湾を
綺麗に望むことができる、のどかな田園風景が
広がります。

石川県 石川県

①地域振興課
②076-225-1312
③iju@pref.ishikawa.lg.jp
④https://iju.ishikawa.jp/

                  

有数の城下町「⾦沢」、里山里海が豊かな「能登」、
モノづくりや温泉郷で有名な「加賀」。良質な子
育て環境をはじめとする暮らしやすさも魅力
です。

石川県 （公財）いしかわ農業総合支援機構

①耕稼塾・新規就農支援グループ
②076-225-7621
③info@inz.or.jp
④http://inz.or.jp/

                  

当機構では、石川県への移住就農を応援してい
ます。独立就農を応援する「いしかわ耕稼塾」や
移住・雇用就農を応援する「農業インターンシッ
プ」など沢山の支援メニューがあります。ぜひ！
ご相談ください！

石川県 金沢市

①都市整備局住宅政策課
②076-20-2136
③jyuutaku-s@city.kanazawa.lg.jp　
④http://www.kanazawa-iju.jp

                  

北陸新幹線開業後、首都圏からのアクセスが向
上し、三大都市圏まで２時間半。普段は⾦沢、
気軽に都会へ。歴史と伝統文化が息づき、海も
山も近い。そんな”ちょうどいい⾦沢”でみなさ
まをお待ちしています。
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石川県 能登地域移住交流協議会
（七尾市・羽咋市・中能登町）

①企画財政課
②0767-22-7192
③iju@city.hakui.lg.jp
④https://notoju.jp/

                  

能登地域は、世界農業遺産に認定された「能登の
里山里海」が広がり、豊かな田園風景や壮大な日
本海を肌で感じることができます。 先輩移住者
の移住プランナーが相談サポートを行いますの
で、気軽にお問合せ下さい！

石川県 穴水町

①観光交流課
②0768-52-3671
③anamizu@sec.town.anamizu.ishikawa.jp
④https://www.town.anamizu.lg.jp/

                  

奥能登の玄関口として、能登半島の中心部に位
置し、交通の利便性がよく、住みよい町。羽田
空港から能登へは60分の好アクセス。四季折々
の食のイベント「まいもんまつり」を開催して
いる。

福井県 福井県（福井暮らすはたらく
サポートセンター）

①定住交流課
②0776-20-0387
③fukui-utcenter@pref.fukui.lg.jp
④https://www.fukui-ijunavi.jp/

                  

4回連続幸福度日本一の福井県。仕事と子育て
を両立できる環境で、子供も大人ものびのび生
活できます。お仕事、住まい、子育て環境、移
住支援情報など、移住前から移住後までトータ
ルにサポートいたします。

岐阜県 岐阜県

①清流の国推進部 地域振興課
②058-272-8078
③c11143@pref.gifu.lg.jp
④https://www.gifu-iju.com/

                  

森林が県土の８割を占め、豊かな森を源とする
清流が流れる「清流の国」です。日本のほぼ真ん
中に位置し、大都市へのアクセスも良好。「豊か
な自然」と「アクセスの良さ」を併せ持つ岐阜県
での暮らしを考えませんか？　

岐阜県 ぎふ西美濃

①都市プロモーション室
②0584-47-7681
③toshipromo@city.ogaki.lg.jp　 ④https://
www2.city.ogaki.lg.jp/nishimino-mannakagurasi/

                  

ぎふ西美濃地域は岐阜県の西部に位置してお
り、12の市町で構成されています。山や川、田
園などの自然に囲まれており、のびのびと子ど
もを育てたい方やアウトドアを楽しみたい方に
は最適な生活環境です。

静岡県 静岡県

①くらし・環境部企画政策課
②054-221-2228
③iju@pref.shizuoka.lg.jp
④https://iju.pref.shizuoka.jp/

                  

雄大な富士山、まぶしい海、豊かな自然。のん
びり田舎暮らしはもちろん、地方都市での街中
暮らし、趣味を満喫する暮らしまで、何でも揃
う静岡県であなたが思い描く暮らしを探してみ
ませんか。

静岡県 浜松市

①市民部　市民協働・地域政策課
②053-457-2243
③shiminkyodo@city.hamamatsu.shizuoka.jp
④https://www.city.hamamatsu.shizuoka.jp/hamalife/

                  

東京から新幹線で1時間半、静岡県西部の浜松
市です。程良く田舎、程良く都会でちょうどい
い、浜松暮らし始めませんか。浜松なら仕事も
安心。移住コーディネーターと浜松商工会議所
の就職相談員がサポートします！

東 海東 海
静岡県静岡県

三重県三重県

岐阜県岐阜県

愛知県愛知県
AICHIAICHI

GIFUGIFU

SHIZUOKASHIZUOKA

MIEMIE

TOKAITOKAI

津市津市

名古屋市名古屋市

岐阜市岐阜市

静岡市静岡市
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静岡県 牧之原市

①都市住宅課
② 0548-53-2633　 ③ toshikeikaku@city.
makinohara.shizuoka.jp　 ④https://www.city.
makinohara.shizuoka.jp/site/makinohara-life/

                  

静岡一の茶園面積と、15ｋｍの海岸線が美しい
海辺のいなかまち、牧之原市。アジア最大級の
サーフィン用ウェーブプールも完成し、サーフ
タウン化が加速中！ビルも駅もないまちで、ス
ローな暮らしを満喫しませんか？

静岡県 藤枝市

①広域連携課
②054-643-3229
③renkei@city.fujieda.shizuoka.jp
④https://www.city.fujieda.shizuoka.jp

                  

藤枝市は「ほどよく、都会。ほどよく田舎。」で、
静岡県のほぼ中央に位置する、歴史と文化の香り
あふれるまちです。中心市街地の賑わいと、自然
豊かな中山間地域が調和する、魅力あふれる藤
枝にぜひお越しください。

静岡県 静岡市

①企画局企画課
②054-221-1240
③kikaku@city.shizuoka.lg.jp
④https://shizuoka-seikatsu.jp/

                  

静岡県の県都、静岡市は人口７０万人が暮らす
まち。交通・医療・教育などの都市機能はもち
ろん、文化芸術・スポーツ・アウトドアなど趣
味も楽しめます。移住地人気No. １！静岡市の
秘密を、ぜひお確かめください。

愛知県 愛知県

①総務局総務部市町村課地域振興室山村・離島
グループ　②052-954-6097
③chiiki-shinko@pref.aichi.lg.jp　
④https://www.pref.aichi.jp/

                  

愛知にはあなたの想う田舎があります。 愛知
県は産業県としてのイメージされる方が多い県
ですが、都市地域から近い山間地や離島があり
ます。ぜひ、あなたの知らない愛知の魅力に触
れてみませんか。

三重県 三重県

①地域支援課　
②059-224-2420
③chiiki@pref.mie.lg.jp
④https://www.ijyu.pref.mie.lg.jp/

                  

日本のほぼ中央の太平洋側に位置する三重県
は、人口10万人を超える都市機能を備えた市も
多く、市街地と郊外の自然をほどよく併せ持ち
ます。ライフスタイルに応じて多様な暮らしを
実現することができる県です。

三重県 鳥羽市

①企画財政課
②0599-25-1227
③iju-teiju@city.toba.lg.jp　 ④https://www.
city.toba.mie.jp/iju-teiju/citypromotion.html

                  

市全域が伊勢志摩国立に属し、豊かな自然と漁
村文化、陽気な気候に恵まれ、レジャー施設や
宿泊施設が多く立ち並ぶ三重県鳥羽市。 漁師
まちならではの温かさあふれる住民と一緒に、
鳥羽暮らしを始めてみませんか。

三重県 熊野市

①市長公室企画調整係
②0597-89-4111
③kumano_sumo@zd.ztv.ne.jp
④https://kumanoijunet.jimdofree.com/

                  

熊野市は海、山、川へのアクセスが抜群の自然が
豊かなまちです。気候も温暖ですが、何より住ん
でいる人の温かさを感じるまちで、人にひかれて
移住される方が多いです。一度熊野市にお越しく
ださい。お待ちしてます。

三重県 紀宝町

①企画調整課
②0735-33-0334
③kikaku@town.kiho.lg.jp
④https://www.town.kiho.lg.jp/

                  

三重県最南端に位置し、熊野川や七里御浜など
の世界遺産を有する悠久の歴史が育んだ自然が
魅力の町です。都市部にはない田舎ならではの魅
力がたくさん詰まっています。温暖な気候での田
舎暮らしを楽しみませんか。
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滋賀県 滋賀移住・交流促進協議会

①滋賀県総務部市町振興課
②077-528-3243
③bh0001@pref.shiga.lg.jp
④https://www.pref.shiga.lg.jp/

                  

滋賀県は日本で一番大きい湖、琵琶湖をはじめ
とする豊かな自然に囲まれ、交通の便でも新幹
線や高速道路など利便性に優れています。「ほど
ほど田舎、ほどほど都会」の暮らしぶりが滋賀
県の魅力です！

京都府 京都府（京都移住コンシェルジュ）

①京の田舎ぐらし・ふるさとセンター
②075-441-6624
③f-center@kyoto-iju.jp
④https://www.kyoto-iju.jp/

                  

京都には海があり、森があり、千年の伝統とと
もに、豊かな食と文化に恵まれた四季折々の暮
らしがあります。移住相談から現地案内、地域
定着に至るまで京都移住コンシェルジュがお手
伝いします！

大阪府 大阪ふるさと暮らし情報センター

①移住相談コーナー
②06-4790-3000
③iju@osaka-furusato.com
④http://www.osaka-furusato.com

                  

関東の皆さん、こんにちは！笑いの絶えない明る
い町、大阪ブースへようこそ！「大阪ええトコ、
こんなトコ」をご案内します！大阪に興味がある
人もない人も…ひとまず寄ってってやー！

兵庫県 兵庫県

①地域創生局
②078-362-4263
③hyogo@furusatokaiki.net　
④https://www.yume-hyogo.com/

                  

兵庫県は、ものづくり産業の集積、気候風土を活
かした農林水産業、多彩なレジャー、スポーツ施
設、豊かな自然環境などがあります。このような
兵庫だからこそ、きっと夢かなう場所となってく
れるはずです！

兵庫県 神戸市

①企画調整局　東京事務所
②03-3263-3071
③tokyo@office.city.kobe.lg.jp
④https://kobe-life.city.kobe.lg.jp/

                  

人口150万人を超える大都市でありながら、中
心部のすぐ近くに自然あふれる 農漁業地域を
抱えており、豊かな農水産物を楽しめます。都
市の便利さと豊かな自然を共に感じられる神戸
で、あなたも暮らしませんか？

兵庫県 たじま田舎暮らし情報センター

①たじま田舎暮らし情報センター
②0796-24-2247
③tjm-furusato4@tajima.or.jp
④https://tajimalife.jp/

                  

兵庫の北側、豊岡市・養父市・朝来市・香美町・
新温泉町で構成される『但馬（たじま）地域』への移
住を希望する方のためのワンストップ窓口です。

兵庫県 飛んでるローカル豊岡
（兵庫県豊岡市）

①環境経済課
②0796-21-9096
③toyoocome@city.toyooka.lg.jp
④https://tonderu-local.com/

                  

豊岡市は、豊岡というローカルに深く根ざしな
がら世界で輝く 「小さな世界都市－Local＆
Global City－」を目指しています。海に山に温
泉、新古の文化もあり、人と自然が共生してい
るまちです！

京都府京都府

滋賀県滋賀県

奈良県奈良県

和歌山県和歌山県

兵庫県兵庫県
HYOGOHYOGO

OSAKAOSAKA

KYOTOKYOTO

SHIGASHIGA

NARANARA

WAKAYAMAWAKAYAMA

KINKIKINKI

大阪府大阪府

近 畿近 畿

和歌山市和歌山市

奈良市奈良市

大阪市大阪市
神戸市神戸市

京都市京都市 大津市大津市
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兵庫県 朝来市

①総合政策課
②079-672-1492
③teijuu@city.asago.lg.jp
④http://www.city.asago.hyogo.jp/cp/

                  

兵庫県中央部、京阪神にほどよく近く、日本海
側の海や山にも１時間程度。移住前の地域との
繋がりづくりにも力を入れています。空き家空
き店舗活用の補助制度や起業や就職の相談窓口
もあります。

兵庫県 丹波市

①ふるさと創造部 ふるさと定住促進課
②0795-88-5360
③teijusokushin@city.tamba.lg.jp
④https://teiju.info/

                  

兵庫県丹波市は京阪神から1時間半の距離に広
がるのどかな里山のまち。近年は若い移住者も
多く集まっています。移住相談窓口の相談員も
そんなメンバーの一人。皆さんの理想が叶えら
れる場所かどうか一緒に考えます。

兵庫県 淡路市

①企画情報部まちづくり政策課
②0799-64-2506
③sk.awaji2016@gmail.com
④https://www.awaji-teijyu.jp/

                  

神戸から明石海峡大橋を渡った淡路島の玄関口
に位置し、 海や山などの自然と豊富な食材を身近
に楽しめる一方、京阪神にも近いという立地が
特徴です。多様な暮らし方が選択できる「淡路市」
です。

兵庫県 淡路島 洲本市

①魅力創生課
②0799-24-7641
③miryoku@city.sumoto.lg.jp
④https://www.city.sumoto.lg.jp/

                  

洲本市は、都市感と田舎感がちょうど良い感じ
に調和した「トカイナカ」なまちです。ちょっと
便利な田舎暮らしができる市街地、自然豊かな
暮らしができる五色地域など、バラエティに富
んだ生活が楽しめます。

兵庫県 南あわじ市（淡路島）

①総務企画部ふるさと創生課
②0799-43-5205
③furusato@city.minamiawaji.hyogo.jp
④https://www.suminiko.jp

                  

兵庫県淡路島の南端に位置し、京阪神や四国方
面へのアクセスにも便利な立地にありながら、の
どかな海と田園に囲まれ、ゆったりとした時間が
流れています。移住に関する補助も充実していま
す。お気軽にご相談下さい！

和歌山県 和歌山県
～かなえよう、和歌山で。～

①わかやま定住サポートセンター
②03-6269-9883
③wakayama1@furusatokaiki.net
④https://www.wakayamagurashi.jp/

                  

奥深い紀伊半島の南西部に広がる30市町村に
は、 次の世代に引き継ぎたい色とりどりの文化
や暮らし、食や風景があります。 そんな和歌
山の「くらし・しごと・住まい」をトータルでサ
ポートします。

和歌山県 橋本市～はしっこ暮らし～

①経済推進部シティセールス推進課
②0736-33-6106
③chiikisn@city.hashimoto.lg.jp　 ④http://www.
city.hashimoto.lg.jp/hashikkogurashi/index.html

                  

世界遺産高野山の麓にある橋本市！美しい山々
の大自然を感じられる日常と大阪の都心部まで
電車で約40分の田舎の良さと便利さを持ち合
わせ、多くの移住者から落ち着いた暮らしがで
きるとご好評いただいています。

和歌山県 田辺市

①たなべ営業室
②0739-33-7714
③tanabe.eigyou@city.tanabe.lg.jp
④https://tanabegurashi.jp

                  

近畿で最も広いまちです。 美しい海、山、川の
大自然に恵まれた、和歌山県南部の中核都市で
す。 世界遺産「熊野古道」があるまちで、市街地
での「まちなか暮らし」と山間部での「いなか暮ら
し」を選べます。
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鳥取県 公益財団法人
ふるさと鳥取県定住機構

①移住・定住推進室
②0857-50-0137
③iju-tottori@furusato-tori.org
④https://furusato.tori-info.co.jp/iju/

                  

鳥取に移住してみたいと考えている方はもちろ
ん、なんとなく鳥取に興味がある方、地方への移
住を考え始めたばかりという方、田舎暮らしに興
味がある方などどんな方でも相談可能ですので、
お気軽にご相談ください！

島根県 島根県

①しまね移住支援サテライト東京
②03-6281-9800
③soudan-tokyo@teiju.or.jp
④https://www.kurashimanet.jp/

                  

東西に長く、海・山・川・島と様々な生活環境
が選べる島根県です。暮らしを変えたい、自然
の多いところで生活したい、新しいことを始め
たい、とお考えの方を全力でサポートします。
ぜひブースへお越しください！

岡山県 岡山県

①県民生活部　中山間・地域振興課　
②086-226-7862
③uij@pref.okayama.lg.jp
④https://www.okayama-iju.jp/

                  

瀬戸内海と中国山地に抱かれ、温暖で晴れの日
が多いことから「晴れの国」と呼ばれている岡山
県。 都会にしかないものもあるけれど、都会
が持っていないものが岡山県には沢山ありま
す。 くらしJUICY!　岡山県

岡山県 津山市

①産業文化部 仕事・移住支援室
②0868-24-3787
③sigoto-iju@city.tsuyama.lg.jp
④https://life-tsuyama.jp/

                  

津山市は岡山県の北東部にある、県内で３番目
に大きな町です。 地方都市として生活基盤が
整い、また町の周囲を自然が囲んでいるため、 
快適さと、豊かな自然環境の両方の中で暮らし
ていただけます。

岡山県 岡山市

①移住定住支援室
②086-803-1335
③ijuteiju@city.okayama.lg.jp
④https://okayama-life.jp/

                  

首都圏と比べ、通勤時間や家賃は約半分！都市
部と自然豊かな地域も近く、中四国交通の結節
点なので、県外とのアクセスも抜群。災害も比
較的少なく、生涯安心のまちを目指し、医療・
介護の充実にも力を入れています。

岡山県 倉敷市（おかやま高梁川流域）

①倉敷市企画経営室くらしき移住定住推進室　
②086-426-3153
③iju@city.kurashiki.okayama.jp
④https://iju-kurashiki-gurashi.jp/

                  

JR倉敷駅近くのアウトレットモールをはじめ、
多くの商業施設が立地する買い物環境や、JR駅
や高速道路のICを複数有する交通利便性の高
さ、高度な医療サービスを提供できる病院が多
くある大変住みやすい街です。

岡山県 笠岡市（おかやま高梁川流域）

①政策部　定住促進センター
②0865-69-2377
③teijyuu@city.kasaoka.okayama.jp
④http://www.city.kasaoka.okayama.jp/

                  

気候が温暖で災害が少なく、海・島・山の魅力
的な自然に恵まれています。ＪＲや高速道路、
国道２号が横断し、空港も１時間圏内で、移動
も便利です。笠岡市は、「まち色」と「いなか色」
が程よく混じり合う町です。

中 国中 国
鳥取県鳥取県
TOTTORITOTTORI

OKAYAMAOKAYAMA

HIROSHIMAHIROSHIMA

YAMAGUCHIYAMAGUCHI

SHIMANESHIMANE

CHUGOKUCHUGOKU

島根県島根県

岡山県岡山県

広島県広島県
山口県山口県

YAMAGUCHIYAMAGUCHI
山口県山口県

松江市松江市

広島市広島市

山口市山口市

鳥取市鳥取市

岡山市岡山市
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岡山県 総社市（おかやま高梁川流域）

①魅力発信室
②0866-92-8200
③miryoku@city.soja.okayama.jp
④http://www.city.soja.okayama.jp/

                  

豊かな緑と歴史遺産に恵まれた「暮らすなら
ちょうどいいまち」総社市。福祉施策の充実に
より、誰もがいつまでも暮らし続けることがで
きるやさしいまちづくりに取り組み、8年連続
で人口が増え続けています。

広島県 広島県

①地域力創造課
②082-513-2581
③chisouzou@pref.hiroshima.lg.jp
④https://www.hiroshima-hirobiro.jp/

                  

暮らしを学ぶ，移住を学ぶ，きっと見つかる私
らしい働き方。 凛とした山々と瀬戸内海に囲
まれている広島で， あなたもよくばりな移住ラ
イフを始めてみませんか？

広島県 広島市

①企画総務局 地域活性化調整部 地域活性推進課
②082-504-2837
③chiikikassei@city.hiroshima.lg.jp
④https://www.city.hiroshima.lg.jp/

                  

周囲を風光明媚な瀬戸内海と緑の山々に囲ま
れ、太田川河口部のデルタに６本の川が流れる
美しいまちです。中国地方の中枢都市で、プロ
スポーツ観戦、広島交響楽団の公演鑑賞など、
多彩な都市生活を楽しみませんか。

広島県 三次市

①地域振興部定住対策・暮らし支援課
②0824-62-6129
③teijyu@city.miyoshi.hiroshima.jp ④https://
www.city.miyoshi.hiroshima.jp/front.html

                  

尾道松江線をはじめとした便利なアクセス網が
あり，中心市街地の都市機能も充実。その周辺
の田園風景が広がる農村部での豊かな暮らしな
ど，本市での暮らしが満喫できます。

山口県 「住んでみぃね！
ぶちええ山口」県民会議

①山口県総合企画部中山間地域づくり推進課　
②083-933-2554
③uji-turn@pref.yamaguchi.lg.jp
④https://www.ymg-uji.jp/

                  

あなたも「ＹＹ！ターン」をしませんか？山口県
のステキな人・まち・仕事におつなぎします。
海も山も美味しい食もある「やまぐち暮らし」が
あなたを待っています！

山口県 岩国市

①市民生活部 中山間地域振興課
②0827-29-5012
③chiiki@city.iwakuni.lg.jp
④http://iwakuni-iju.jp

                  

山口県の東部、広島と島根に隣接し、沿岸部は
穏やかな瀬戸内海。生活に便利な市街地を少し
離れると、自然豊かな田舎暮らし。広島市街地
や東京へのアクセスも良く、住みたいまち「い
わくに」の魅力を発信しています。

山口県 山口市

①定住促進課
②083-934-4646
③teiju@city.yamaguchi.lg.jp
④https://www.sumusumuyamaguchi.jp

                  

山口市は本州最西端の山口県のほぼ中央に位置
する県庁所在地で、豊かな自然や歴史が共存す
る文化都市です。幼稚園・保育園から大学まで
様々な教育機関や図書館などがあり、海や山を
満喫できるレジャーも楽しめます。

山口県 うべ移住定住サポートセンター

①総合戦略局政策企画グループ
②0836-34-8480
③iju@city.ube.yamaguchi.jp
④https://ube-iju.jp/

                  

宇部市は本州の端、山口県瀬戸内海側にありま
す。北部は豊かな自然”うべの里”が広がり、南
部は商業地でにぎわっています。都市の利便性
を利用しながら山や湖の見える里で自然に寄り
添う田舎暮らしが実現できます。
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徳島県 徳島県

①政策創造部地方創生局とくしまぐらし応援課
②088-621-2834
③tokushimagurashioenka@pref.tokushima.jp
④https://tokushima-iju.jp/

                  

徳島は海の幸、山の幸が豊富。また、全国屈指
の光ブロードバンド環境を活かし、サテライトオ
フィスやワーケーション、デュアルスクールなど二
拠点居住を推進。皆様の夢の実現や、快適なとく
しま暮らし、応援します。

徳島県 阿南市

①ふるさと未来課
②0884-22-7404
③sien@anan.i-tokushima.jp
④https://www.anan-iju.com/

                  

阿南市は四国の最東端に位置し、美しい海や緑
豊かな山、四季折々の山海の幸に恵まれた自然の
豊かさがあります。一方では臨海部に阿南市を支
える工業地帯があり、「自然と調和した産業都市」
として、広く知られています。

徳島県 美馬市

①にぎわい拠点課
②0883-52-8129
③nigiwai@mima.i-tokushima.jp　
④https://www.city.mima.lg.jp/

                  

美馬市は、日常の利便性と豊かな自然をあわせ持
つまちです。新婚世帯家賃補助や第３子以降保育
料無料など若い世帯向け施策を展開するととも
に、多世代が協働しながら生涯活躍できるまちづ
くりを進めています。

徳島県 にぎやかそ美波町

①政策推進課
②0884-77-3616
③seisakusuishin@minami.i-tokushima.jp
④https://www.town.minami.lg.jp/

                  

海・山・川が揃いコンパクトに生活ができるまち
美波町！四国霊場札所「薬王寺」があり、古くから
訪れる方を温かく迎え入れる文化が根付いていま
す。門前町での移住起業も盛んで、支援制度も充
実しています。

香川県 香川県

①地域活力推進課
②087-832-3125
③chiiki@pref.kagawa.lg.jp
④https://www.kagawalife.jp/

                  

温暖な気候のもと、コンパクトな中に都市の便利
さと瀬戸内海などの豊かな自然がほどよくマッチし
た、暮らしやすさが魅力の「うどん県。それだけ
じゃない香川県」を、あなたの新しいふるさとにし
ませんか！

愛媛県 愛媛県

①公益財団法人　えひめ地域政策研究センター
②089-926-2200
③info@e-iju.net
④https://e-iju.net/

                  

愛媛県には山も海も街もあり、十人十色様々な
暮らしを送ることができます。当ブースではあ
なたの希望に添った愛媛県の仕事や住まい、地
域の情報をトータルにご案内します。

愛媛県 森の国　松野町

①ふるさと創生課
②0895-42-1116
③m-sousei@town.matsuno.ehime.jp
④https://www.town.matsuno.ehime.jp/

                  

滑床渓谷の森と水に育まれた「森の国松野町」は、
伊予・土佐県境の美しい里山です。町も役場もコ
ンパクト。町民性は明るく優しい。だから暮らし
やすい。移住と協力隊に本気な松野町へぜひお
越しください！！

四 国四 国 香川県香川県

徳島県徳島県

高知県高知県

愛媛県愛媛県
EHIMEEHIME

KAGAWAKAGAWA

TOKUSHIMATOKUSHIMA

KOCHIKOCHI

SHIKOKUSHIKOKU

松山市松山市
高知市高知市

高松市高松市

徳島市徳島市
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愛媛県 西予市（せいよし）

①政策企画部　まちづくり推進課
②0894-62-6403
③machidukuri@city.seiyo.ehime.jp
④https://www.city.seiyo.ehime.jp/ijyu/index.html

                  

四 国 の 西 に 位 置 し、 海 か ら 山 ま で 標 高 差
1400mの大地の中に、多様な自然環境や歴史
文化を感じることができるまちです。 都会で
は味わえない魅力いっぱいの西予市で、この先
私たちと一緒に暮らしてみませんか。

愛媛県 松山市

①坂の上の雲まちづくり部まちづくり推進課　
②089-948-6095
③iju@city.matsuyama.ehime.jp
④https://matsuyama-kurashi.com/

                  

人口約51万人の松山市は、都会の便利さもあれ
ば、海・島・山といった自然も身近にあります。
いろんな良さが絶妙に程よく混ざり合う「ちょ
うど“いい、加減”な街」です。

高知県 高知県移住・交流コンシェルジュ

①高知県移住促進・人材確保センター
②088-855-7748
③iju@iju-jinzai.kochi.jp
④https://kochi-iju.jp/

                  

高知には本気で何かをしようとする人を応援する
あたたかい人がたくさんいます。私たちは、その
人たちとあなたをつなぐ最初の人でありたいと
思っています。ぜひ高知県移住・交流コンシェル
ジュへご相談ください。

福岡県 福岡県

①福岡県 企画・地域振興部 広域地域振興課　
②092-643-3179
③ijuu-teijuu@pref.fukuoka.lg.jp
④https://ijuu-teijuu.pref.fukuoka.lg.jp/

                  

福岡県は海や、山などの自然に程よく近く、都
市圏へのアクセスも至便です。そんな福岡県で、
都会も田舎もあなたの希望をぴったりと叶える

「理想の暮らし」を見つけてみませんか？

福岡県 飯塚市

①行政経営部総合政策課
②0948-22-5500
③sougou@city.iizuka.lg.jp　
④https://www.city.iizuka.lg.jp/

                  

飯塚市は福岡県のほぼ中心に位置し、福岡市や
北九州市へのアクセスがよく、子育てがしやす
い、昔ながらの賑わいが残る、いいねが溢れる
まちです。四季折々のイベントもあり、歴史文
化にも触れることができます。

福岡県 柳川市

①柳川市移住サポートセンター（企画課内）　
②0944-77-8423
③kikaku@city.yanagawa.lg.jp　 ④https://www.
city.yanagawa.fukuoka.jp/kurashi/ijuteiju.html

                  

都会の喧騒から離れ、ゆったりと時を過ごすス
ローなまち柳川。市街地を網目状に走る掘割、
その掘割が醸し出す気持ちいい水辺空間に癒さ
れる毎日。そんな魅力溢れる柳川に”住む”とい
う選択をしませんか？

九 州九 州 福岡県福岡県

大分県大分県

宮崎県宮崎県

鹿児島県鹿児島県

佐賀県佐賀県KYUSYUKYUSYU SAGASAGA

NAGASAKINAGASAKI

KUMAMOTOKUMAMOTO

FUKUOKAFUKUOKA

OITAOITA

MIYAZAKIMIYAZAKI

KAGOSHIMAKAGOSHIMA

熊本県熊本県

長崎県長崎県

福岡市福岡市

佐賀市佐賀市

長崎市長崎市

鹿児島市鹿児島市

宮崎市宮崎市

大分市大分市
熊本市熊本市
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福岡県 北九州市

①企画調整局　地方創生推進室
②093-582-2174　 ③kikaku-chihousousei@
city.kitakyushu.lg.jp　 ④ https://www.city.
kitakyushu.lg.jp/page/kitakyushulife/index.html

                  

北九州市は九州で２番目に人口が多いこともあ
り、交通インフラが充実している一方で、海や
山などの豊かな自然に囲まれている街です。 子
育て環境も10年連続政令市NO.1を獲得する
等、充実しています！

佐賀県 佐賀県

①佐賀県 地域交流部 さが創生推進課 移住支援室
②0952-25-7393
③sagaiju@pref.saga.lg.jp
④https://www.sagasmile.com/

                  

佐賀県は九州北部に位置し、海や山に囲まれた
豊かな住環境が魅力です。福岡都市圏へのアク
セスも便利なため、自然と都市のいいとこ取り
ができ、働きやすく暮らしやすい！と人気です。
ぜひ佐賀県にお声かけください。

佐賀県 唐津市

①未来創生部 移住定住・交通政策課
②0955-53-7149
③iju-teiju@city.karatsu.lg.jp
④https://www.city.karatsu.lg.jp/

                  

佐賀県北西部にある人口１１万の市、唐津市。
海・山・川に囲まれた、自然豊かなまちです。 
中心部から徒歩１０分で砂浜へ着く一方、福岡市
まで車や電車で約１時間と都市部へのアクセスも
便利です。

佐賀県 伊万里市

①総合政策部企業誘致・商工振興課
②0955-23-2172
③iju-teiju@city.imari.lg.jp
④https://www.city.imari.saga.jp/iju/

                  

伊万里市は、伝統の伊万里焼、高品質の伊万里
梨、最高級の伊万里牛などの生産が盛んな伝統
と食の街です。 海も山も近く、釣りやマリン
スポーツが楽しめ、美味しい食べ物が身近にあ
ります。

佐賀県 嬉野市

①企画政策課
②0954-66-9117
③kikaku@city.ureshino.lg.jp
④https://www.city.ureshino.lg.jp/kurashi/teiju.html

                  

お茶と温泉と焼物の街です。温泉旅館内にはIT企
業がオフィスを構え、通勤徒歩圏内で温泉入り放
題の福利厚生も！来年には新幹線も開通！ リ
モートワークや起業、就農、住宅の取得など様々
な補助制度も！

長崎県 ながさき移住サポートセンター

①地域振興部地域づくり推進課
②095-895-2242
③iju@pref.nagasaki.lg.jp
④https://nagasaki-iju.jp/

                  

「長崎リア住」あなたの移住を夢からリアルへ。
長崎へのUターン、Iターン、ただ思い描く夢に
なっていませんか。長崎県ではUIターンに必要
なリアルなあれこれを解決するサポート体制を
充実させています。

熊本県   熊本県
（くまもと移住定住支援センター）

①企画振興部　地域振興課　
②096-333-2181
③kumamoto-kurashi@pref.kumamoto.lg.jp
④https://www.kumamoto-life.jp/

                  

海あり、山あり、温泉ありの熊本県には45の市
町村があり、それぞれにそれぞれの暮らしがあ
ります。 そんな熊本県で自分らしい暮らし方
を探してみませんか？

熊本県 菊池市

①企画振興課集落・定住支援室　
②0968-25-7250
③kikaku@city.kikuchi.lg.jp
④https://www.city.kikuchi.lg.jp/ijuteiju/

                  

菊池市は、熊本県の北東部に位置し、豊かな自
然と市街地が調和した「癒しの里」。 菊池渓谷
をはじめとする豊かな水と緑、菊池一族の歴史、

「美肌の湯」で有名な温泉、美味しいグルメが魅
力の素敵なまちです。

熊本県 天草市

①地域振興部地域政策課　
②0969-27-6000
③iju@city.amakusa.lg.jp
④https://inaka.amakusa-web.jp

                  

天草市は、熊本県の南西部に位置し、周囲を青
く美しい海に囲まれています。移住に関する相
談には、天草市への移住を実際に経験した移
住・定住コーディネーターが応じておりますの
で、お気軽にご相談ください。
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熊本県 上天草市

①企画政策課
②0964-26-5539
③iju-ad@city.kamiamakusa.lg.jp
④https://kamiamakusa-life.jp/

                  

上天草市は熊本県天草地域の玄関口に位置し、
大小さまざまな島が浮かぶ風光明媚で温暖な土
地柄です。天草五橋で結ばれた島々の景観は素
晴らしく、他では決して見ることができない絶
景が皆さんをお迎えします。

熊本県 熊本市

①経済政策課しごとづくり推進室
②0120-131-619
③uij@city.kumamoto.kumamoto.jp
④https://kumamotodo.jp/

                  

古くから「水の都」と呼ばれてきた熊本市。政令
指定都市でありながら、水道水を全て清らかな
地下水で賄う珍しい都市です。市の中心部には
百貨店や西日本最大級のアーケード街があり、
日々多くの人で賑わっています。

大分県 おんせん県おおいた（就農）

①農林水産部新規就業・経営体支援課
②097-506-3586
③a15270@pref.oita.lg.jp
④https://www.iju-oita.jp/hataraku/

                  

「おんせん県おおいた」で「農業」をはじめてみま
せんか♪ 大分県での新規就農者は毎年200名
以上! 充実の研修制度で、農業未経験の方も数
多く就農しています。 農業が気になる方は、ぜ
ひご相談ください。

大分県 おんせん県おおいた（移住全般）

①おおいた創生推進課
②097-506-2037
③a10113@pref.oita.lg.jp
④https://www.iju-oita.jp/

                  

おんせん県おおいたでは、IT企業への就職や起
業に必要な技術を習得し、移住に繋げる「ITス
キルアップ移住プロジェクト」や、お試し移住
の費用を一部補助する「お試し移住利用促進
キャンペーン」を実施中です。

大分県 おんせん県おおいた（就職）

①おおいた産業人財センター（大分県雇用労働政策課）
②097-533-2631
③info＠enisie-oita.net
④https://enisie-oita.net/

                  

おおいた産業人財センターは、大分県が設置し
ているＵＩＪターン・移住希望者等の県内企業
への就職を無料で支援する公的機関です。県内
の企業・求人情報などの提供からマッチングま
で、皆様を全力でサポートします。

大分県 宇佐市

①まちづくり推進課
②0978-27-8170
③furusato04@city.usa.lg.jp
④https://www.city.usa.oita.jp/sougo/index.html

                  

海岸部・平野部・山間部など、豊富で変化に富
んだ地形を有する宇佐市は、ライフスタイルに
合わせて自然を楽しむことができるまちです。
都心部へのアクセスも良好で、自分らしく暮ら
せる場所がきっと見つかります。

大分県 豊後高田市

①地域活力創造課
②0978-25-6392
③katuryoku@city.bungotakada.lg.jp
④https://bungotakada-iju.jp/

                  

山・里・街・海・温泉など豊かな自然に恵まれ 
全国トップクラスの子育て・教育環境を中心に、
きめ細やかな定住対策が功を奏し、「住みたい田
舎ランキング9年連続ベスト３！★３年連続総
合１位！」を達成しています。

大分県 津久見市

①商工観光・定住推進課
②0972-82-2655
③yamashita-y@city.tsukumi.lg.jp
④https://www.city.tsukumi.oita.jp/

                  

津久見市は大分県の南東部にある小さなまちで
す。青く輝く海やミカン畑が彩る山々といった
のどかな風景に囲まれています。魚釣り、散歩、
ドライブ、いろんな楽しみ方があり、田舎が好
きな方にも住みやすいまちです。

大分県 佐伯市

①地域振興部　コミュニティ創生課　移住・定
住推進係　②097-222-3033
③saiki-eiju@city.saiki.lg.jp
④https://saiki-iju.com/

                  

九州一広い面積を持つ佐伯市は、海・山・里の
どれにおいても一級品で、自然の恵みを活かし
た独自の食文化やアウトドアだけでなく、文化
芸術に触れる機会も多く、子育てや趣味を楽し
むのに適した環境を持っています。
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大分県 中津市

①地域振興・広聴課
②0979-62-9033
③tiikishinko@city.nakatsu.lg.jp
④https://www.city-nakatsu.jp/

                  

周防灘の海の幸、山国川の川の幸、耶馬溪の山
の幸など食が豊富で、平野部の中津地域と、山
間地の下毛地域、そんな「まち」と「いなか」が同
居する場所（ところ）、「なかつ」で新しい暮らし
を始めてみませんか？

大分県 大分市

①おおいた魅力発信局　
②097-578-7749
③miryoku@city.oita.oita.jp
④https://www.oitacity-iju.jp/

                  

都会的な便利さと自然に囲まれた穏やかさ、そ
の両方がバランスよくそろっているのが大分市
の魅力です。温泉地の別府・由布院に近いだけ
でなく、大分市内にも立ち寄り湯が豊富にあり
ます。

宮崎県 宮崎県

①総合政策部中山間・地域政策課
②0985-26-7922
③info-tokyo@miyazaki-hinatagurashi.jp
④https://iju.pref.miyazaki.lg.jp/

                  

ゆったりとした時間、人柄のあたたかさ、太陽
のめぐみ、希望と活力・・・。 そんな日本の「ひ
なた」のような存在「宮崎県」で、ゆったりとし
た生活を送ってみませんか。

宮崎県 西都市

①商工観光課
②0983-32-1011
③apl@city.saito.lg.jp
④https://www.uji-saito.com/

                  

宮崎県の中央部に位置し、豊かな自然、新鮮な農
産物、安全安心な生活環境など、住みやすいま
ちです。子育て世代への住宅取得助成や起業者
向けの創業支援などの制度を設け、あなたの“は
じめる”を応援します。

鹿児島県 鹿児島県

①総合政策部　地域政策課
②099-286-2424
③tokutei-k@pref.kagoshima.lg.jp
④https://www.kagoshima-iju.jp/

                  

雄大で美しい自然、安心・安全な食、豊富な温
泉、多彩な魅力を有する離島など、豊富な地域
資源を有する「かごしま」。そんな「かごしま」で、
あなたの理想の暮らしや様々なライフスタイル
を一緒に探してみませんか。

鹿児島県 鹿児島市

①移住推進室
②099-803-3074
③ iju@city.kagoshima.lg.jp　 ④ https://
kagoshima-ijulife.city.kagoshima.lg.jp/

                  

「マグマシティ鹿児島市」はシンボル桜島を目前
に抱え、火山の恵みである温泉は市中に約
270 ヶ所。便利な市街地の東には海の幸が豊か
な錦江湾、西には山の幸たっぷりの台地が広が
る自然豊かな地方都市です。

鹿児島県 鹿屋市（かのや市）

①地域活力推進課
②0994-45-6930
③chiiki@city.kanoya.lg.jp　 ④https://www.
city.kanoya.lg.jp/iju/index.html

                  

大隅半島の中心にある人口10万人の鹿屋市は、
日本の自然百選にも選ばれる壮大な高隈山系や
海に恵まれたまちです。マリンスポーツや登山
はもちろん、黒毛和牛、黒豚、かのやカンパチ
など豊富な特産品があります。

鹿児島県 出水市

①商工観光部 観光交流課
②0996-63-4059
③kanko_c@city.izumi.kagoshima.jp
④https://www.city.kagoshima-izumi.lg.jp/

                  

鹿児島県の北西部に位置し、温暖な気候で四季
折々の自然に恵まれたまちです。毎年冬には１万
羽を超えるツルが渡来し、国の重要伝統的建造
物群保存地区に選定された出水麓武家屋敷群の
ある「ツルと歴史のまち」です。

鹿児島県 霧島市

①地域政策課
②0995-64-0952
③t-seisaku@city-kirishima.jp　 ④https://www.city-
kirishima.jp/hisyokouhou/shise/ijuteju/index.html

                  

空港や高速道路もあり都市部からのアクセスに優
れ、東京から100分、大阪からは70分で訪れる
ことができます。雄大な霧島山、美味しい水、多
様な泉質を誇る温泉など、魅力あふれる霧島市
へぜひお越しください。
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鹿児島県 志布志市

①志布志市移住・交流支援センター「Esplanade」
②099-401-0405
③tagawa.iju@gmail.com
④https://will424.com/

                  

ようこそ志のまち志布志市へ！海辺の暮らしや
穏やかな山里の暮らしなど生活スタイルが選択
できます。飲食店街やスーパーも有り、程よい
条件での田舎暮らしが楽しめますよ。移住経験
者が皆さまのご相談を承ります。

鹿児島県 さつま町

①ふるさと振興課
②0996-53-1111
③fu-teijyuu@satsuma-net.jp
④http://www.satsuma-net.jp/

                

鹿児島県北西部に位置。標高1,067ｍの紫尾山
の麓には、九州で2番目の長さを誇る川内川が
流れており、その流域に町の中心部が存在。四
季折々の風景を垣間見ながら生活できる環境。
一度、遊びに来てみませんか。

鹿児島県 奄美の島ちゅのみなさん

①奄美振興課 観光・物産係
②0997-52-6032
③uio@amami.or.jp
④https://www.neriyakanaya.jp/index.html

                  

奄美群島とは、鹿児島県本土と沖縄県の間に位
置する大小合せて８つの島からなる総称。個性
あふれる島々の暮らしや魅力を余すことなく紹
介しますので、まずは気軽にご相談下さい。

沖縄県 国頭村・沖縄県

①一般社団法人プロモーションうるま（沖縄県企画部
地域・離島課代理） ②098-923-5995
③iju@promo-uruma.com
④https://okinawa-iju.jp/

                  

沖縄の魅力はリゾートだけではありません。本島
最北端の村・国頭村には世界自然遺産となるやん
ばるの森が広がり、自然と共生する暮らしがあり
ます。ローカルな島ぐらしに興味のある方、是非
お気軽にご相談ください。

沖縄県 多良間村・与那国町

①一般社団法人プロモーションうるま（沖縄県企画部
地域・離島課代理）　②098-923-5995
③iju@promo-uruma.com
④https://okinawa-iju.jp/

                  

離島には沖縄本島とはまた違った魅力がありま
す。独特な文化や習慣、人とのつながり、そんな
魅力あふれる離島ぐらしを、多良間村・与那国町
がご紹介します。一緒に「あなたらしい暮らし」を
探してみませんか？

沖 縄沖 縄
OKINAWAOKINAWA

那覇市那覇市
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 海のそば　　  山のそば　　  島暮らし　　  平地　　  温泉がある　　  三大都市まで2時間以内アイコン説明
 地方中心都市（人口10万人以上）　　  医療施設が整っている　　  学校等教育施設が整っている　　  受入団体（移住者の会など）がある

❻

❷

❼ ❽

❶



FacebookやTwitterで
情報配信中！

お問合せ・お申込み

  東 京
東京都千代田区有楽町2-10-1
東京交通会館８階
営業日 火－日曜日10:00～18:00

（定休日月曜・祝日）

Tel 03-6273-4401
Mail info@furusatokaiki.net
URL www.furusatokaiki.net/

大 阪
大阪府大阪市中央区本町橋2-31
シティプラザ大阪内1階
営業日 火－土曜日10:00～18:00

（定休日日・月曜・祝日）

Tel 06-4790-3000
Mail info@osaka-furusato.com
URL www.osaka-furusato.com/

特定非営利活動法人
100万人のふるさと回帰・循環運動推進・支援センター
（略称：認定NPO法人ふるさと回帰支援センター）

東京都千代田区有楽町2-10-1 東京交通会館８階

Tel 03-6273-4401   Mail info@furusatokaiki.net

名　称

所在地

連絡先

高橋 公 （ふるさと回帰支援センター理事長）
藤田 和芳 （オイシックス・ラ・大地株式会社代表取締役会長）

中家 徹 （全国農業協同組合中央会会長）
神津 里季生 （日本労働組合総連合会会長）
十倉 雅和 （日本経済団体連合会会長）
嶋津 昭 （一般財団法人地方自治地研究機構会長）

嵩 和雄 （國學院大學准教授）

山田 俊男（元全国農業協同組合中央会専務理事・参議院議員）
見城 美枝子 （青森大学名誉教授・エッセイスト）
菅原 文太 （俳優・故人）
加藤 登紀子 （歌手）

設立参加各団体代表

理事長
副理事長

顧　問

理　事

認定NPO法人

ふるさと回帰支援センターとは

会員募集 のお知らせ

ふるさと回帰運動には、みなさんのご支援が必要です

自治体・団体は
団体正会員 年会費　50,000円 1口 3,000円 ）員会助賛人個（

賛助（サポート）会員として

認定NPO法人

ふるさと回帰支援センター

ふるさと回帰フェア 主催団体

ふるさと回帰支援センターは、ふるさと暮らしを希望する都市生活者の増加という時代の要請を受け、

2002年11月、全国の消費者団体、労働組合、農林漁業団体、経営団体、民間団体や有志などが一堂

に集い設立したNPO法人です。初代理事長は立松和平。2006年には全国で48番目となる認定NPO

法人となり本格的に移住相談業務を開始し、2005年秋には東京大手町でふるさと回帰フェアを初開催。

業務拡大とともにオフィスを移転・増床し、現在は有楽町駅前の東京交通会館8階および大阪市の

シティプラザ大阪で、地方移住を応援している全国約950を超える自治体・団体と連携し地方移住希望者

のサポートをしています。東京オフィスは45道府県の移住に関する資料を常設するほか、42道府県2政

令市の移住相談窓口を設置。専属相談員によるより具体的な地域のご案内やお仕事・住まいについて

のご相談のほか、地方暮らしに関するセミナーや相談会も随時開催しています。

◆ふるさと暮らしセミナー等を開催することができます。
◆体験ツアーなどのイベント情報等のチラシを優先的にセンター
に設置し、センターで告知・募集のお手伝いをします。
◆Webサイト「Furusato」で地域のイベントや体験ツアー等の
情報掲載や告知ができます。

◆ふるさと回帰フェアで、相談コーナーや物産コーナー等へ
優先的に出展できます。

個人は
個人正会員 年会費　 5,000円
◆情報誌「100万人のふるさと」を年4回送付いたします。
◆IJUターン、二地域居住、都市と農山漁村交流など、ご自身のライフ
スタイルに合ったふるさと暮らしを目指してご相談いただけます。
◆ふるさと回帰支援センター主催のイベントに優先的に参加できます。
◆ふるさと暮らしセミナーや地域イベントの情報等を掲載した
メールマガジンを定期的にお送りします ）みの者望希（。
◆「マイページ」で気になる地域の最新情報をまとめて見ること
ができます。

設立参加団体
日本労働組合総連合会（連合） 全国農業協同組合中央会（JA全中）
オイシックス・ラ・大地株式会社 全国農業会議所
全国森林組合連合会 全国漁業協同組合連合会
生活クラブ連合会 損害保険ジャパン株式会社
株式会社全農ビジネスサポート

後援団体
全国知事会 全国都道府県議会議長会
全国市長会 全国市議会議長会

）体団6方地、上以（会長議会議村町国全会村町国全
一般財団法人都市農山漁村交流活性化機構
一般財団法人地域活性化センター

協賛会員
全国農業協同組合連合会（JA全農）
全国共済農業協同組合連合会（JA共済）
農林中央金庫 厚生農業協同組合連合会（JA全厚連）
（社）家の光協会 （株）農協観光
（株）日本農業新聞 （社）全国労働金庫協会

個人

1口 30,000円 ）員会助賛体団（団体

1口 100,000円 ）員会助賛業企（企業

◆情報誌「100万人のふるさと」を
   年4回送付いたします。
※賛助会員には「寄附金控除」が適用されます

認定NPO法人への寄付によって
受けられる特典！

税額控除が受けられます
（寄付金額－2,000円）×40％
※個人の場合

・1万円の寄付で3,200円の減税
・10万円の寄付で39,200円の減税

寄付のご協力も受付中！
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※1 2021年7月時点自社調べ　※2 2021年7月現在

※2
約
自治体

お申し込み
可能自治体数

このまちを
知ったきっかけは
「ふるさと納税」でした
全国の9割の自治体とつながるチャンスが
ふるさとチョイスにはある

DD-4743 ふるさと回帰支援センターイベント冊子への広告出稿（サイズ：H１３０㎜×W１８７㎜）








