
地域振興課楽園信州・移住推進室「移住・交流推進事業」事業体系

移住・交流推進事業

（特非）ふるさと回帰支援センター連携事業

Ｉターン促進事業

･Ｉターン就職情報を効果的に発信するため、「Ｉターン信州」ホームページの改修・運営を

行うとともに、銀座ＮＡＧＡＮＯで転職セミナー・個別面談会を実施

「信州で働くフェア」開催事業

･就農・就林、起業・創業等、長野県でできる仕事の情報を一体的に発信するフェアを首

都圏で開催

･東京のふるさと回帰支援センターに専用の相談スペース及び資料ブースを設置し、相

談員を配置するとともに、大阪ふるさと暮らし情報センターに資料ブースを設置

移住セミナー・相談会の開催による魅力発信

･会員市町村、民間団体との連携により三大都市圏でのセミナーや相談会を開催

楽園信州移住相談センター運営事業

･三大都市圏の移住相談窓口に専任の相談員を配置するとともに、県内広域単位での

移住相談窓口の立ち上げを支援

相談に関する対応

地域への溶け込み支援

移住コンシェルジュによる溶け込み支援

移住・二地域居住の推進

13県合同「いいね！地方の暮らしフェア」の開催

･移住・二地域居住希望者等を「楽園信州ファミリー」として会員登録を進めるとともに、特

典サービスを提供する「楽園信州移住応援企業」の充実を通じ、移住前後の負担を軽減

･移住者等と地域住民とをつなぐ団体（市町村移住担当窓口等）を「移住コンシェルジュ」

として登録・紹介し、移住者等の不安解消と地域への溶け込みを支援

･県内への転入者を対象とした市町村窓口でのアンケート調査を通じて、移住者数を捕

捉することにより移住実態を把握するとともに、その動向分析の結果を県及び市町村の

社会人口増施策へ活用

･国での「そうだ、地方に暮らそう」国民会議の立ち上げに呼応し、「日本創生のための将

来世代応援知事同盟」13県が合同でイベントを開催し、若い世代に地方暮らしの魅力を

伝える

信州暮らしの魅⼒を発信

「中央４県合同移住フェア」開催事業

･首都圏からの近接性という共通の地理的条件での連携に加え、４県が提供可能なライ

フスタイルの魅力をアピールすることで、首都圏からの移住・二地域居住の促進を図る

「しあわせ信州なでしこ移住カフェ」開催事業

・首都圏在住の20～40代の子育て世代の女性に向け、子育て環境をはじめとした信州暮

らしの魅力を発信するため、移住専門誌と連携した移住セミナー及び体験ツアーを開催

協議会事業

県事業

移住フェア・イベントの参加による魅力発信

JOIN（移住・交流推進事業）への参加と連携

県事業

県事業

会員団体を対象とした移住相談等研修会の開催

移住者交流会の開催

移住者数捕捉アンケート・分析

･会員市町村、民間団体との連携により東京都や大阪市で開催されるフェアやイベントへ

参加

･ＪＯＩＮの会員として、ＪＯＩＮの広報ツールの活用や会員企業との連携を図る（ホームペー

ジ等による情報発信、交流会への参加による最新情報の共有 等）

･会員団体を対象に移住者の全国的な動向や求められる役割など事例を通して学び、ス

キルアップを図る

･県内各地に暮らす移住者や二地域居住者同士のネットワークを構築する交流会を県内

４か所で開催（東信、南信、中信、北信）

協議会事業

信州暮らし提案書によるＰＲ

ライフスタイルデザイン国際会議の開催

･21世紀にふさわしい真の豊かさを実感できるライフスタイルを信州から発信するため、国

内外の豊かなライフスタイルについて議論する国際会議を開催し、信州のイメージアップ

とブランド等の向上を図る

･若い世代のＵ・Ｉターンの促進を図るため、都会での暮らしと比較し長野県で生活した場

合の暮らしの魅力をまとめて提示するパンフレットを作成

平成28年度で終了した事業

平成29年度で実施する事業



長野県 企画振興部 地域振興課

楽園信州・移住推進室

（ふるさと信州風景百選）
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長野県が取り組む移住施策の目指す姿

信州暮らしの
魅⼒を発信

相談に関する
対応

地域への
溶け込み支援
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【目指す姿】
� ⼤都市からの移住、⼆地域居住を促進し、移住・交流⼈⼝の拡⼤を図ることで、
地域活⼒を創出するとともに、⼈⼝の社会増を目指す。

� Ｉターン就職を促進し、県内企業の⼈材確保を図ることで、地域の活性化に
資することを目指す。

� セミナーの開催やパンフレット提供等を通じ、信州の暮らしの
魅⼒を発信する。

� 三⼤都市圏に移住相談窓⼝を設置するとともに、暮らしや仕事
に関する情報の提供などを通じ、相談体制の充実を図る。

� 市町村等の相談体制の充実や交流会の開催等を通じ、移住前後
の不安を軽減するための⽀援を⾏う。

【⻑野県が取り組む移住施策の三本柱】



県県県県、市町村、、市町村、、市町村、、市町村、民間事業者等民間事業者等民間事業者等民間事業者等が連携しが連携しが連携しが連携し、長野県へ、長野県へ、長野県へ、長野県への移住・交流の移住・交流の移住・交流の移住・交流人口の人口の人口の人口の拡大を推進すること拡大を推進すること拡大を推進すること拡大を推進することにより、により、により、により、

地域地域地域地域の活性化に寄与の活性化に寄与の活性化に寄与の活性化に寄与することを目的に、平成することを目的に、平成することを目的に、平成することを目的に、平成18181818年度に設立。年度に設立。年度に設立。年度に設立。

田舎暮らし「楽園信州」推進協議会

○○○○会員の構成会員の構成会員の構成会員の構成

○事業内容○事業内容○事業内容○事業内容

（１）移住セミナー等の実施 （２）情報発信

○「楽園信州空き家バンク」による住宅情

報の提供（県・市町村・長野県宅地建物

取引業協会が連携して運営）

長野県長野県長野県長野県

（事務局：地域振興課

楽園信州・移住推進室）

市町村市町村市町村市町村（76市町村）(※)

民間事業者等民間事業者等民間事業者等民間事業者等（28団体）

○ポータルサイト「楽園信州」により、

市町村が開催する移住関連のイベントや

暮らしに関する情報を発信

（http://www.rakuen-shinsyu.jp/）

○会員が連携し、「住まい」や「仕事」の

相談をワンストップで対応するセミナー

を三大都市圏で開催

○他県との合同移住相談会

○移住交流イベントへの参加

（平成29年７月現在）

（３）受入支援

○長野県への移住・二地域居住希望者を

支援する「楽園信州ファミリー」、

「楽園信州移住応援企業」の運営

○長野県内への移住・二地域居住者を対象

とした移住者交流会の開催

【経済団体】 長野県経営者協会／長野県中小企業団体中央会／長野県商工会議所連合会／

長野県商工会連合会／長野県農業協同組合中央会

【住まい】 長野県宅地建物取引業協会／移住・住みかえ支援機構

【金融機関】 八十二銀行／長野銀行／長野県信用金庫協会（長野・松本・上田・諏訪・飯田・

アルプス中央信用金庫）／長野県信用組合／日本政策金融公庫長野支店

【メディア】 信濃毎日新聞社／信越放送／長野放送／テレビ信州／長野朝日放送／長野エフエム放送

【交通・観光】 ＪＲ東日本長野支社／ヤマト運輸長野主管支店／中日本高速道路八王子支社／

長野県タクシー協会／長野県指定自動車教習所協会／長野県観光機構

【高等教育】 信州大学／高等教育コンソーシアム信州 【その他】八十二スタッフサービス／信州若者会議

○○○○事業費事業費事業費事業費（平成（平成（平成（平成28282828年度）年度）年度）年度）

・田舎暮らし「楽園信州」推進協議会への長野県負担金：20,435,207円

（楽園信州ホームページ改修、ＰＲ動画の作成・発信、移住専門誌を利用した情報発信、都市圏における移住

セミナー等の実施 等）
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（1）日 時 平成29年２月５日（日）13：00～17：20

（2）会 場 メルパルクＮＡＧＡＮＯ １階ホールＢ

（3）開催内容 ① パネルディスカッション

第一部「地域実践者に学ぶ」

パネリスト：県内在住の多様なライフスタイル実践者４名

第二部「世界目線に学ぶ」

パネリスト：国内外で活躍する著名人５名

② 基調講演

テーマ：「しあわせな社会をどうデザインするか」

講 師：寺島実郎氏（（一社）日本総合研究所 会長）

③ 来場者数：500名

（4）企画・運営業務委託 業務委託先：(株)アサヒエージェンシー

契約額：15,155,000円

ライフスタイルデザイン国際会議の開催

3

信州暮らしの
魅⼒を発信

【【【【目目目目 的的的的】】】】

21世紀にふさわしい真の豊かさを実感できるライフスタイルを信州から発信するため、国内外の

豊かなライフスタイルについて議論する国際会議を開催し、信州のイメージアップとブランド力の

向上等を図る。

【【【【実施実施実施実施概要概要概要概要】】】】

【【【【今後今後今後今後の方向性の方向性の方向性の方向性】】】】

国際会議での議論を通じて、来る人生100年時代に向けて、自然と共生し、働き方や暮らし方が

融合した長野県らしい多様なライフスタイルの価値について、県民と共有し広く発信していく。



開催回数開催回数開催回数開催回数 開催地開催地開催地開催地 会場会場会場会場 参加市町村・団体参加市町村・団体参加市町村・団体参加市町村・団体

40回

東京（34回） ふるさと回帰支援センター、銀座ＮＡＧＡＮＯ

延べ244（実56）名古屋（３回） 中日ビル

大阪（３回） シティプラザ大阪
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信州暮らしの
魅⼒を発信 三大都市圏での移住セミナー・相談会の開催

【【【【目目目目 的的的的】】】】

三大都市圏の移住希望者に向けて、市町村等と連携して移住セミナーを開催し、移住先としての

長野県の様々な魅力を紹介することで移住希望者の意欲の醸成を図るとともに、参加市町村等による

個別相談を実施し、より具体的な相談にも対応することで移住等につなげる。

【【【【開催実績（平成開催実績（平成開催実績（平成開催実績（平成28282828年度）年度）年度）年度）】】】】

【【【【今後今後今後今後の方向性の方向性の方向性の方向性】】】】

市町村等と連携した移住セミナー・相談会は多くのニーズがあることから、内容の充実を図るなど

して引き続き実施していく。なお、今年度は、就農・就林、起業・創業等、仕事の情報と暮らしの

情報を一体的に発信する「信州で暮らす、働くフェア」を７月に開催したところであり、フェア等の

内容についても充実を図っていく。



名名名名 称称称称 会会会会 場場場場 開催日開催日開催日開催日 来場者数来場者数来場者数来場者数

中央日本４県「山の日」中央日本４県「山の日」中央日本４県「山の日」中央日本４県「山の日」合同移住相談会合同移住相談会合同移住相談会合同移住相談会

（新潟、長野、山梨、静岡）

移住・交流情報ガーデン

（東京都）

H28.8.11(木・祝) 146人

いいね！地方の暮らしフェアいいね！地方の暮らしフェアいいね！地方の暮らしフェアいいね！地方の暮らしフェア

（日本創生のための将来世代応援知事同盟13県）

東京国際フォーラム H28.12.18(日) 4,686人

他県と連携した移住相談会の開催

名名名名 称称称称 会会会会 場場場場 開催日開催日開催日開催日 来場者数来場者数来場者数来場者数

北陸新幹線沿線北陸新幹線沿線北陸新幹線沿線北陸新幹線沿線 合同移住合同移住合同移住合同移住フェアフェアフェアフェア

（長野、新潟、富山、石川）

東京交通会館３階 H28.8.20(土) 97人

海の「石川」・山の「長野」合同移住フェア海の「石川」・山の「長野」合同移住フェア海の「石川」・山の「長野」合同移住フェア海の「石川」・山の「長野」合同移住フェア 東京交通会館３階 H29.1.28(土) 50人

移住人気移住人気移住人気移住人気３県３県３県３県合同移住合同移住合同移住合同移住相談会相談会相談会相談会

（長野、山梨、静岡）

東京交通会館12階 H28.9.10(土) 204人
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信州暮らしの
魅⼒を発信

【【【【目目目目 的的的的】】】】

共通のＰＲポイントを有する他県と連携したイベントを開催することで、移住を考え始めた漠然層

の掘り起こしを行うとともに、長野県での暮らしや仕事の魅力を発信することで移住等につなげる。

【【【【開催実績（平成開催実績（平成開催実績（平成開催実績（平成28282828年度）年度）年度）年度）】】】】

〔県事業〕

〔協議会事業〕

【【【【今後今後今後今後の方向性の方向性の方向性の方向性】】】】

移住地域を決めていない相談者にとって、多くのチャネルがある他県との合同イベントは情報収集

の貴重な場であることから、内容の充実を図るなどして引き続き実施していく。



移住セミナー移住セミナー移住セミナー移住セミナー

（H28年９月18日(日) 開催）

移住体験ツアー移住体験ツアー移住体験ツアー移住体験ツアー

（H28年11月12日(土)～13日(日) 開催）

○○○○11/12(11/12(11/12(11/12(土土土土)))) 【【【【富士見・諏訪エリア富士見・諏訪エリア富士見・諏訪エリア富士見・諏訪エリア】】】】

・野外保育「森のいえ“ぽっち”」（見学）

・テレワーク＆コワーキングスペース 「森のオフィス」（見学）

・自給自足の生活体験宿 「シャロムヒュッテ」（宿泊）

○○○○11/13(11/13(11/13(11/13(日日日日)))) 【【【【安曇野エリア安曇野エリア安曇野エリア安曇野エリア】】】】

・りんごの収穫体験

・先輩移住者との交流会 など

○参加数○参加数○参加数○参加数 17人

○場○場○場○場 所所所所 銀座ＮＡＧＡＮＯ ２階イベントスペース

○内○内○内○内 容容容容 信州型自然保育の紹介

ゲスト（長野県への移住者４名）によるクロストーク

ゲストと参加者による移住に向けた交流会

○参加数○参加数○参加数○参加数 31人
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信州暮らしの
魅⼒を発信 しあわせ信州なでしこ移住カフェ

【【【【目目目目 的的的的】】】】

首都圏在住の20～40代の子育て世代の女性に向け、移住専門誌と連携した移住セミナー及び

体験ツアーを開催し、子育て環境をはじめとした信州の暮らしの魅力を発信する。

【【【【今後今後今後今後の方向性の方向性の方向性の方向性】】】】

平成28年度は、「なでしこ移住カフェ」と称し、

20～40代の女性向けに開催したが、今後は女性に

限定せず、幅広いターゲットに長野県の魅力を伝え

るツアーを開催していく。

さらに、農ある暮らしをはじめとする長野県が

持つ特徴をツアーに盛り込むなどし、一層の魅力を

発信していく。

【【【【実施実施実施実施概要概要概要概要】】】】

〔企画・運営業務委託〕

業務委託先：(株)第一プログレス

契 約 額：2,561,760円
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信州暮らしの
魅⼒を発信 信州暮らし提案書によるＰＲ

【【【【目目目目 的的的的】】】】

現在、「働き方改革」として多様な働き方を推進することとしている中、長野県と東京との生活を

具体的なデータで比較した「信州暮らし提案書（NAGANO LIFE STYLE BOOK）」を制作し、東京よりも

ゆとりのある長野県の暮らしの魅力をＰＲし、若年層のＵ・Ｉターンにつなげる。

【【【【事業事業事業事業内容内容内容内容】】】】

� 長野県と東京在住の20代男女（各500名）を対象とした意識調査をもとに制作

（Ａ５判、20,000部）。

� 掲載項目や誌面デザインについて訴求力を高めるために、大学生等から意見

聴取を行い、若者のニーズを把握。

� 県外の移住相談窓口に加え、学生Ｕターン就職促進協定校（43校）等を通じて、

広く若年層に配布。

〔業務委託先及び契約額〕

業務委託先：（株）ながのアド・ビューロ

契 約 額：4,671,000円

【【【【今後今後今後今後のののの方向性方向性方向性方向性】】】】

就職説明会等で積極的にパンフレットを配布し、都会と長野県のライフスタイルの違いを示すこと

で、若年層に向けて長野県の暮らしの魅力をＰＲしていく。



地 域地 域地 域地 域 首首首首 都都都都 圏圏圏圏 中京圏中京圏中京圏中京圏 関西圏関西圏関西圏関西圏 県内（県庁）県内（県庁）県内（県庁）県内（県庁）

名 称名 称名 称名 称

移住・交流センター移住・交流センター移住・交流センター移住・交流センター

（銀座ＮＡＧＡＮＯ）（銀座ＮＡＧＡＮＯ）（銀座ＮＡＧＡＮＯ）（銀座ＮＡＧＡＮＯ）

NPO NPO NPO NPO 法人法人法人法人

ふるさと回帰支援センターふるさと回帰支援センターふるさと回帰支援センターふるさと回帰支援センター

名古屋移住・交流名古屋移住・交流名古屋移住・交流名古屋移住・交流

サポートデスクサポートデスクサポートデスクサポートデスク

大阪移住・交流大阪移住・交流大阪移住・交流大阪移住・交流

サポートデスクサポートデスクサポートデスクサポートデスク

楽園信州移住楽園信州移住楽園信州移住楽園信州移住

相談センター相談センター相談センター相談センター

所在地所在地所在地所在地

東京都中央区銀座5-6-5

NOCOビル４階

東京都千代田区

有楽町2-10-1

東京交通会館８階

愛知県名古屋市

中区栄4-1-1

中日ビル４階

長野県名古屋観光情報

センター内

大阪府大阪市北区

梅田1-3-1-800

大阪駅前第１ビル８階

長野県大阪観光情報

センター内

長野市大字南長野

字幅下692-2

長野県庁７階

相 談相 談相 談相 談

時 間時 間時 間時 間

月曜日～日曜日

10:00～18:00

職業紹介は火曜日～土曜日

火曜日～日曜日

10:00～18:00

月曜日～金曜日

9:30～17:00

月曜日～金曜日

9:30～17:00

月曜日～金曜日

9:00～17:00

備 考備 考備 考備 考

・２階イベントスペースで、

移住セミナーを開催

（月１回程度）

・４階で、ハローワーク、

転職支援業者、若者向

け就職支援業者と、

一体的な相談を実施

・ふるさと回帰支援センター

のリニューアルオープン

（H28.7）にあわせ、専用相

談スペースを確保するとと

もに、相談員を２名体制に

充実

・相談フロアにおいて、移住

セミナーを開催

（月１回程度）

・移住セミナーを開催

（年３回）

・移住セミナーを開催

（年３回）

・大阪ふるさと暮らし情報

センターへ、資料ブース

を設置

・「Ｉターン登録者」に対

し、県内企業のＩターン

情報や都市圏での移

住セミナー等の情報を

定期的に提供

相 談相 談相 談相 談

件 数件 数件 数件 数

( H( H( H( H 2 82 82 82 8 ））））

4,985件 1,308件 398件 329件 932件
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相談に関する
対応 楽園信州移住相談センター運営事業①

【【【【目目目目 的的的的】】】】

三大都市圏において、よりきめ細かな移住相談に対応すべく専任の相談員を配置し、相談体制を

整備するとともに、移住希望者のニーズに対応するため、広域の総合相談窓口を設置し、多岐にわた

る相談に対応することで、長野県への移住を促進する。

【【【【事業内容事業内容事業内容事業内容 移住相談体制移住相談体制移住相談体制移住相談体制】】】】



条件に合った市町村の移住相談窓口へ展開条件に合った市町村の移住相談窓口へ展開条件に合った市町村の移住相談窓口へ展開条件に合った市町村の移住相談窓口へ展開

H28設置：諏訪支部、上伊那支部

•広域単位での「住まい」「仕事」「子育て」等の移住全般に係る相談対応

•市町村、民間事業者及び職業安定所等の関係機関と連携して、移住先の具体化をサポート

・北アルプスのふもとで生活したい

・住むなら新幹線沿線がよい

・中京圏または関西圏から近いところ、など

楽園信州移住相談センター 本部
（長野県企画振興部 地域振興課 楽園信州・移住推進室）

移住移住移住移住

希望者希望者希望者希望者
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相談に関する
対応 楽園信州移住相談センター運営事業②

【【【【事業内容事業内容事業内容事業内容 広域での移住相談の取組広域での移住相談の取組広域での移住相談の取組広域での移住相談の取組】】】】

・相談者の８割は、移住先市町村を特定していない

・相談内容は、住まい・仕事・生活環境など多岐

・市町村窓口の情報は限定的

・相談者のニーズに沿い、広域単位の情報を発信・相談者のニーズに沿い、広域単位の情報を発信・相談者のニーズに沿い、広域単位の情報を発信・相談者のニーズに沿い、広域単位の情報を発信

・官民一体による相談体制の整備・官民一体による相談体制の整備・官民一体による相談体制の整備・官民一体による相談体制の整備

・移住先の市町村決定までサポート・移住先の市町村決定までサポート・移住先の市町村決定までサポート・移住先の市町村決定までサポート

【【【【今後今後今後今後の方向性の方向性の方向性の方向性】】】】

移住相談体制について、三大都市圏では専任の相談員が様々な移住相談に対応しているほか、県庁

では相談対応に加えて市町村の情報を集約して三大都市圏への情報提供を行うなど移住推進において

重要な役割を担っていることから、引き続き現在の体制を維持していく。

また、広域での移住相談の取組については、各地域の現状や課題、取組内容などを把握したうえで、

地域の実情に即した移住相談体制を構築できるよう、地域振興局や市町村との調整を図っていく。



長野県専用相談スペース

資料展示コーナー（東京）

相談に関する
対応 ふるさと回帰支援センター連携事業

【【【【目目目目 的的的的】】】】

全国的な移住の情報発信と相談の拠点であるＮＰＯ法人ふるさと回帰支援センターと連携し、

都市部において情報発信と丁寧な相談を実施することにより、長野県への移住を促進する。

【【【【事業事業事業事業内容内容内容内容】】】】

〔業務委託先及び契約額〕

業務委託先：ＮＰＯ法人ふるさと回帰支援センター

契 約 額：15,389,695円

【【【【今後今後今後今後の方向性の方向性の方向性の方向性】】】】

全国の自治体が移住施策に力を入れている中、移住情報の発信拠点として45道府県がふるさと回帰

支援センターを活用している。引き続き、集客力と発信力が高いふるさと回帰支援センターを活用し、

本県の情報発信と相談対応を行っていく。
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※ふるさと回帰支援センターには、本県を含む38道府県・１政令市が

専属相談員を配置するとともに、７県24市町村（県内では、飯山市・

駒ヶ根市・大町市・宮田村）が資料展示コーナーを設置

� ふるさと回帰支援センター（ＪＲ有楽町駅前）に、長野県専用のふるさと回帰支援センター（ＪＲ有楽町駅前）に、長野県専用のふるさと回帰支援センター（ＪＲ有楽町駅前）に、長野県専用のふるさと回帰支援センター（ＪＲ有楽町駅前）に、長野県専用の

相談スペースを設置し、相談員を２名配置するとともに移住に相談スペースを設置し、相談員を２名配置するとともに移住に相談スペースを設置し、相談員を２名配置するとともに移住に相談スペースを設置し、相談員を２名配置するとともに移住に

関する資料を展示関する資料を展示関する資料を展示関する資料を展示

� 大阪ふるさと暮らし情報センター（大阪市中央区）に、長野県大阪ふるさと暮らし情報センター（大阪市中央区）に、長野県大阪ふるさと暮らし情報センター（大阪市中央区）に、長野県大阪ふるさと暮らし情報センター（大阪市中央区）に、長野県

のののの資料ブースを資料ブースを資料ブースを資料ブースを設置設置設置設置



○国の就業支援ナビゲーターとの連携による就職相談や、求人情報提供端末（ハローワークインターネット）による求人情報の提供

○「ジョブカフェ信州」のサテライトオフィスとの連携により、首都圏在住の若年層への就業支援 ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ 平成平成平成平成28282828年度Ｕ・Ｉターン就職件数：年度Ｕ・Ｉターン就職件数：年度Ｕ・Ｉターン就職件数：年度Ｕ・Ｉターン就職件数：38383838件件件件

○長野県へのＵ・Ｉターン就職希望者に対して、県内企業情報の提供、就業相談、職業紹介、首都圏における個別相談会・転職セミナーを開催

○県内企業に対して、職業安定法に基づく求人受理及び人材紹介や求人に関する相談等を実施

〇平成28年度業務委託先：(株)エンリージョン（契約額：2,160,000円） ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ 平成平成平成平成28282828年度Ｕ・Ｉターン年度Ｕ・Ｉターン年度Ｕ・Ｉターン年度Ｕ・Ｉターン就職就職就職就職件数：件数：件数：件数：35353535件件件件

○長野県へのＵ・Ｉターン情報を提供するポータルサイト「Ｉターン信州」を運営

○登録者へ、県内企業Ｉターン求人情報や都市圏での移住セミナー、相談会等の情報を定期的（月２回）に提供

○県内企業から県が取り次ぎを行う形で、登録者に求人情報を送付 ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ 平成平成平成平成28282828年度Ｕ・Ｉターン就職件数：年度Ｕ・Ｉターン就職件数：年度Ｕ・Ｉターン就職件数：年度Ｕ・Ｉターン就職件数：26262626件件件件

「Ｉターン信州」登録制度

銀座ＮＡＧＡＮＯとの連携

Ｕ・Ｉターン転職支援事業
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相談に関する
対応 Ｉターン促進事業

【【【【目目目目 的的的的】】】】

長野県へのＵ・Ｉターンを希望する登録者に対し、各部局と連携して就業や移住に関する情報提供

を行う。また、登録者と人材を求める県内企業との求人のマッチングを行い、長野県への就業及び

県内企業の人材確保を推進する。

【【【【事業事業事業事業内容内容内容内容】】】】

【【【【今後今後今後今後の方向性の方向性の方向性の方向性】】】】

ハローワークや転職専門事業者など専門機関・事業者とのさらなる連携を図り、職業斡旋とマッチン

グを推進していく。さらに、住まい等の受入環境の整備を進めることにより、移住と仕事をセットで

支援していく。



12

移住コンシェルジュによる溶け込み支援

【【【【目目目目 的的的的】】】】

移住者・二地域居住者が地域に溶け込むための相談等に対応する団体（市町村移住担当窓口等）

を「移住コンシェルジュ」として登録し、相談先を明確にするとともに、取組内容の充実を図り、

移住前後の不安を解消することで定着を支援する。

【【【【事業事業事業事業内容内容内容内容】】】】

地域への
溶け込み支援

平成29年７月現在、64団体が登録

（想定される相談内容）
�地域自治組織への加入
�地域活動への参加
�育児サークルの紹介
�住まいの案内 等

相談に対して、サポートを実施

移住コンシェルジュ

●地域・団体の代表者
�自治会への加入、地域活動への参加 等

●市町村と連携している個⼈⽀援者
�住まいに関する相談、交流会の案内 等
（市町村に協⼒者がいる場合）

相談内容に応じて
移住者・⼆地域居住者に紹介

相談

サポート

【【【【今後今後今後今後の方向性の方向性の方向性の方向性】】】】

未登録の市町村を中心に登録を働きかけていくとともに、登録団体（市町村）ごとに取組内容に

差があることから、「レベルアップ研修会」を開催し、移住コンシェルジュが行う支援内容の充実を

図る。



地域への
溶け込み支援 移住者交流会の開催

【【【【目目目目 的的的的】】】】

移住者の交流会を開催することで、県内各地域に暮らす移住者や二地域居住者同士のネットワーク

を構築し、移住後の不安解消に努めるとともに、移住者の生の声を聴き、今後の移住施策に役立てて

いく。

【【【【実施実施実施実施概要概要概要概要】】】】

【【【【今後今後今後今後の方向性の方向性の方向性の方向性】】】】

移住して間もない方にとって、地域での仲間づくりは定住に向けて重要であることから、引き続き

移住者交流会を開催していく。

また、移住者の意見を聴く場とすることで、今後の施策に役立てていく。

地地地地 区区区区 開催日開催日開催日開催日 会会会会 場場場場 参加者数参加者数参加者数参加者数

東信 平成28年９月24日（土） 停車場ガーデン（小諸市） 15名

南信 平成28年11月19日（土） チェレステ（宮田村） 10名

中信 平成29年２月４日（土） ビレッジ安曇野（安曇野市） 25名

北信 平成29年３月25日（土） ブラーノ（長野市） 21名

※プログラムの例：自己紹介 ⇒ 食事を囲んでの歓談 ⇒ 体験企画 等

※参加者の募集に際しては、移住者捕捉アンケート回答者のうち、移住者交流会の参加を希望された方に個別に案内

するなど、広く掘り起こしを図っている。
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移住者数移住者数移住者数移住者数 移住者以外移住者以外移住者以外移住者以外 提出市町村提出市町村提出市町村提出市町村

1,6161,6161,6161,616人人人人 561561561561人人人人 57575757市町村市町村市町村市町村

〔回答者数〕

〔主な転入理由〕

〔世帯主の年代別情報〕

～～～～20202020代代代代 30303030代代代代 40404040代代代代 50505050代代代代 60606060代代代代 70707070代以上代以上代以上代以上

31.231.231.231.2％％％％ 23.823.823.823.8％％％％ 14.714.714.714.7％％％％ 11.211.211.211.2％％％％ 12.212.212.212.2％％％％ 5.15.15.15.1％％％％

地方暮らし地方暮らし地方暮らし地方暮らし

をしたいをしたいをしたいをしたい

転職・就職・転職・就職・転職・就職・転職・就職・

起業起業起業起業

転勤転勤転勤転勤 介護介護介護介護 結婚結婚結婚結婚 子育て子育て子育て子育て 就農・就林就農・就林就農・就林就農・就林 その他その他その他その他

26.026.026.026.0％％％％ 33.333.333.333.3％％％％ 8.08.08.08.0％％％％ 7.77.77.77.7％％％％ 6.16.16.16.1％％％％ 3.73.73.73.7％％％％ 1.91.91.91.9％％％％ 13.313.313.313.3％％％％

(※) 窓口アンケートで捕捉した移住者数

を、行政サポートによる移住者数で

補正すると、2,084人（H28年度）

地域への
溶け込み支援 移住者数捕捉アンケート・分析

【【【【目目目目 的的的的】】】】

県外から長野県に転入された方を対象に、県内全市町村の窓口においてアンケートを実施し、

移住者の実態把握とその動向を分析することで、今後の移住施策につなげる。

【【【【アンケート結果（アンケート結果（アンケート結果（アンケート結果（H28H28H28H28年度）年度）年度）年度）】】】】

【【【【今後今後今後今後の方向性の方向性の方向性の方向性】】】】

本調査は全市町村を対象としているものの、実際にアンケートを提出した市町村は57にとどまり、

捕捉率（回答者数／転入者数）が低いことから、市町村に対しさらなる協力を依頼するなど、捕捉率

の向上を図る。
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� 民間事業者を「楽園信州移住応援企業」として認定し、移住前後に係るサービスや特典の

提供を行う。

� 平成29年７月現在、36企業・団体を認定。

� 長野県への移住・二地域居住希望者等を対象とした登録会員制度。

� 登録要件については、以下のいずれかを満たす者とする。

① 長野県への移住・二地域居住希望者

② 二地域居住を実践している者

③ 長野県へ移住して１年未満の者

� 「楽園信州ファミリー」登録会員には、楽園信州ファミリーカードを発行し、「楽園信州移住応援

企業」で特典サービスを受けることができる。

� 平成29年７月現在、204名から登録申込（うち二地域居住者は15名）

「楽園信州ファミリー」

楽園信州移住応援企業

15

地域への
溶け込み支援

【【【【目目目目 的的的的】】】】

移住・二地域居住をする際の負担軽減を図るため、民間事業者と連携して移住者への経済的な支援

を行う。

移住・二地域居住の推進

【【【【事業事業事業事業内容内容内容内容】】】】

【【【【今後今後今後今後の方向性の方向性の方向性の方向性】】】】

引き続き、市町村等と連携して、民間事業者への登録の働きかけを行うなど、サービス等の充実を

図る。


