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１．本事業の概要 

（１）事業の名称 

県外自主避難者支援体制強化事業 

 

（２）履行期間 

平成 31年 4月 1日～令和 2年 3月 31日 

 

（３）事業の背景 

東日本大震災の発災から 9年が経過し、福島県内の帰還困難区域を除くほとんどの

地域で避難指示が解除された。帰還困難区域についても、6 町村（双葉町、大熊町、

浪江町、富岡町、飯舘村、葛尾村）において、居住促進や産業・物流振興、農業の再

生などを目的とした、特定復興再生拠点区域復興再生計画が認定され、帰還環境の整

備が進みつつある。 

その一方で、福島県から県外へ避難している公式に把握されている避難者は、令和

2年 2月時点で 3万人超と昨年同時期から 2千人程度減少したが、いまだに多い。こ

うした避難者は、長引く避難生活の中で、避難元との生活の相違や風評などに苦しむ

一方で、地域への適応も進み、帰還か移住かの判断に悩みながら生活をしている人も

いる。 

こうした県外避難者に対して、相談窓口や情報提供、避難者同士の交流機会の提供

などを行う「県外避難者等への相談・交流・説明会事業」は、当初は復興庁の事業と

して開始され、現在は福島県事業として、全国 26 の生活再建支援拠点団体が福島県

内の支援拠点 toiroと連携して、全国をカバーする支援を実施しているところである。 

前身事業の発足時から関わる復興庁が福島県と連携し、県事業の支援を行うことで、

県外避難者に対する支援を一層効果的に行うことが期待できる。 

 

（４）事業の目的 

本事業は、これらを背景として、福島県と連携、役割分担しながら全国の自治体にお

ける支援施策や NPO等支援団体が実施している支援活動の情報等を収集し、その情報を

全国の NPO等支援団体及び避難者に提供する仕組み及び体制を整備することによって、

避難者の定住に向けた具体的な支援に寄与することを目的とする。 

 



2 

 

図 １-１ 事業の目的 

 

（５）業務の内容 

業務目的に基づき、本事業は、福島県が実施する「県外避難者等への相談・交流・説

明会事業」（以下、「県事業」という）が効果的な取組みとなるよう支援を実施すると共

に、避難者に直接、有益な情報を提供することで、避難者の帰還・定住の判断と生活再

建の促進を実現するものである。 

 

避難者をめぐる状況
避難元の復興が進み、帰還する親族、友人や帰還
せず避難先に定住すると決め、住居を決めた友人な
どがいる中、いくつもの要因でどちらにも決めきれない
人も少なくない。

多くの支援施策、支援団体が動いている中、迷いつ
つも自分で決めたという納得感が得られる決定をす
るための検討が必要。

帰還か定住
か選択を迫
られている

本事業の目的

⚫ 全国の自治体における支援施策や
NPO等支援団体が実施している支
援活動の情報等を収集

⚫ その情報を全国のNPO等支援団体
及び避難者に提供する仕組み及び
体制を整備

⚫ これにより、避難者の定住に向けた具
体的な支援に寄与

支援側をめぐる状況
避難者自身だけでなく、家族との関係などの複雑化
や経済的、福祉的支援が必要など、個別化、深刻
化した課題が多く、自治体、専門家を巻き込んだ支
援体制が必要。

対応が難し
い相談が
頻出

未曾有の災害を機に得た長年の支援ノウハウ、知
見を蓄積、整理し、次に必要となった際に活用でき
る形として残すことを希望。

知見・ノウハ
ウの次代へ
の活用

経済的困窮や持病の悪化や精神疾患、親族・家
族との関係悪化など、専門的見地からの助言や支
援が必要な人がいる。

課題が
より複雑化・
深刻化

納得感の
ある決定
の必要性

⚫ 上記に加え、本情報提供事業が、
今後も活用される避難者支援データ
ベースとしての位置づけも検討。
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図 １-２ 事業の概要 

 
 

① 情報収集 

福島県事業の受託団体（以降「拠点団体」）、さらには全国の避難者向けに、避難者の

帰還、定住の判断や生活再建に資する情報として以下の情報を収集した。収集した情報

は、②で実施する支援施策の傾向分析の基礎資料としても活用した。 

（収集した情報） 

・県外・県内（避難元）における支援団体の活動事例や連携事例 

・避難先自治体の定住を中心とした支援施策情報 

・国における施策情報 

・拠点視察やヒアリング等による拠点団体の課題認識、活動上の工夫など 

 

② 情報管理・分析 

①により収集した情報を適切に管理し、拠点団体、避難者に提供すべき情報の抽出と

利用しやすい形への分類整理を実施した。さらに、避難先自治体における支援施策情報

については、今後の国における支援施策の検討に資するよう、その傾向や特徴を分析し

た。 

（実施した業務） 

・①で収集した支援施策情報の分類整理 

復興庁

⚫ 【情報収集】全国のNPO等避難者支
援団体の活動事例、避難先自治体等
の支援施策など、避難者支援に有益
な情報を収集

⚫ 【情報の管理・分析】収集した情報を適
切に管理、内容を整理したうえで、効
果的に提供するための分析を実施

⚫ 【情報提供】上記情報について、福島
県事業（右記）を受託する団体等と
連携を図り、全国の支援団体に提供

⚫ 【避難者への情報提供】上記情報のう
ち、避難者に有益となる情報を既存サ
イトなどを活用して幅広く提供

⚫ 【会議の開催】福島県事業を受託する
団体等との効果的な情報交換、支援
方法の伝達のための協議を実施

⚫ 【改善提案の実施】福島県事業を受託
する団体等の活動や被災地の視察を
通して、現場が抱える課題、問題点に
関する改善案を提案

⚫ 【その他】その他避難者支援に有益な、
避難者の生活実態や意見の収集、提
供を実施

福島県

事業管理者

受託事業者（NPO等26団体）

⚫ 相談窓口の設置・運営
⚫ 説明会・交流会の開催
⚫ 連絡会議への出席
⚫ その他

⚫ 業務全体管理
⚫ 連絡会議の開催（2回）

受託者

交付金

県外避難者等への相談・交流・説明会事業H31県外自主避難者支援体制強化事業

避難者支援
活動の支援

避難者
帰還・定住の判断、
生活再建の支援

連携
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・避難者、NPO等市民団体に提供する「トピックス」の選定 

・①で収集した支援団体・連携情報の分類整理 

・避難者に提供する支援団体情報、交流会等情報の選定 

 

③ NPO等支援団体への情報提供 

②により管理する情報を、福島県事業を受託する事業者等との密接な連携のもと、避

難者支援情報提供ウェブサイト（一般向けと共用：以下「支援情報提供サイト」）及び、

メール、会議の場での情報提供などにより、拠点団体に継続的に提供した。 

（実施した業務） 

・定期連絡会議・ブロック会議、個別の意見照会等を通じた意見収集と共有 

・ 一般向け情報提供サイトにおける各拠点団体からの発信スペースの活用 

 

④避難者への情報提供 

②により管理する情報のうち、避難者個人の避難元への帰還、避難先などでの定住の

判断や生活再建に有益となる情報について、一般公開情報として提供し、支援情報のワ

ンストップ窓口化を図った。このため、平成 29年度事業で構築された支援情報提供サイ

トの拡充、情報充実を図り、情報提供を定期的・継続的に実施した。 

なお、実施に当たっては、同ウェブサイトは一般向けであるが、県事業の受託団体に

よる活用の期待にも応え、より効果的な取組みとなるよう留意した。 

（実施した業務） 

・情報提供手法、情報項目の検討 

・支援活動事例のコンテンツ作成、ウェブサイトの更新、情報提供の実施 

 

⑤会議の開催 

本事業で取り扱う情報に関して、福島県事業の受託事業者、拠点団体を招集して、情

報交換や支援方法に関する意見交換を行うための会議を開催した。 

なお、会議については、図 １－２の通り福島県の事業として開催される連絡会議（定

期連絡会議）と、本事業で開催する年 1回の会議がある。どちらも福島県事業の受託団

体を招集する会議であり、福島県事業との密な連携を取る必要があったため、福島県事

業で開催される会議にも参加して情報共有を行った。 

また、本事業で開催する会議は、集まりやすさ、連携のしやすさを考慮し、東日本、

西日本の 2ブロックに地域を分け、ディスカッションのしやすさを考慮し、東日本地域

は 2グループ、西日本は１グループの 3回に分けて開催した。 

（実施した業務） 

・企画案の検討 

・会議開催準備（会場の確保や福島県事業の受託団体への連絡・調整等） 

・会議資料の作成、会議の進行、会議結果のとりまとめ 

・その他（参加者への交通支払い等） 
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表 １-１ 開催会議の概要 
 日時・場所 会場 議題 事務局 備考 

【
福
島
県
事
業
】
第
１
回
定
期
連
絡
会
議 

[1日目] 
令和元年 
5月 30日（木）
13:30～17:00 

コラッセふくしま

4階多目的ホール 
（福島県福島市三
河南町） 

(1)令和元年度事業説明
（復興庁、三菱総合研
究所、福島県、JCN、
ふくしま連携復興セ
ンター） 

(2) その他 

ふ
く
し
ま
連
携
復
興
セ
ン
タ
ー 

－ 
[2日目] 
令和元年 
5月 31日（金）
9：00～12：00 

(1) 基調講演 
(2) 意見交換 

【
復
興
庁
事
業
】
生
活
再
建
支
援
拠
点
ブ
ロ
ッ
ク
会
議 

[東日本ブロッ
ク A] 
令和元年 
11月 8日(金) 
10:30～17:00  

トラストシティカ
ンファレンス・丸
の内 Room1 
（東京都千代田区
丸の内 1-8-1丸の
内トラストタワー
N館 11階） 

(1) 行政（復興庁、福島
県）からの情報提供 

(2) 拠点の事例共有 
(3) 現状の望ましい支援
のあり方、将来的な支
援の方向性に関する
ディスカッション 

(4) 復興大臣・副大臣と
拠点代表者との意見
交換 

三
菱
総
合
研
究
所 

(参加団体拠点
地）北海道、茨
城、栃木、埼玉、
千葉、東京、神
奈川、新潟、静
岡、岐阜 

[東日本ブロッ
ク B] 
令和元年 
11月 14日(木) 
10:30～17:15 

ビジョンセンター

東京八 重洲南 口

703会議室（東京都
中央区八重洲 2-7-
12 ヒューリック京
橋ビル 7階） 

(参加団体拠点
地） 
宮城、山形、群
馬、山梨、石川、
愛知、鳥取、沖
縄（まちなか研
究所わくわく） 

[西日本ブロッ
ク] 
令和元年 
11月 19日(火) 
10:30～17:00 

新大阪丸ビル新館

809会議室（大阪市
東淀川区東中島 1-
18-27） 

（参加団体拠
点地） 

秋田、京都、大
阪、岡山、広島、
愛媛、福岡、宮
崎、沖縄（じゃ
んがら会） 

【
福
島
県
事
業
】
第
２
回
定
期
連
絡
会
議 

令和 2年 
2月 25日（火） 
13:30～17:00 

コラッセふくしま
4階多目的ホール 
（福島県福島市三
河南町） 

(1) 事業説明 
・福島県、ふくしま連携
復興センター 

(2)情報提供 
・ふくしま連携復興セン
ター 

(3)これまでの振り返り：
グループワーク１ 

・事業の振り返りに向け
て 

ふ
く
し
ま
連
携
復
興
セ
ン
タ
ー 

－ 

令和 2年 
2月 26日（水） 
9：00～12：00 

(1)これまでの振り返り：
グループワーク２ 

・交流会をとおして事業
を考える 
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⑥改善提案の実施 

福島県事業を受託する事業者･団体等が開催する相談･交流･説明会や福島県内の被災地

の視察を通じ、現場が抱える課題、問題点に対する改善提案を検討しとりまとめた。 

（実施した業務） 

・避難者の課題の整理・とりまとめ 

・支援活動における課題と対策の整理・とりまとめ 

 

⑦その他 

 平成 30 年度のブロック会議では、避難者から寄せられる課題について、生活困窮や病

気、家族や親族との関係による精神的負担の増大など、医療や福祉の専門家の支援が必要

なケースが多くなっているとの意見が寄せられた。 

そこで、避難先の自治体等と連携して対処している支援事例や拠点団体が工夫している

事項などについて、個別にヒアリングを行い、情報提供としてブロック会議にて、拠点団

体などへフィードバックを行った。 

また、ブロック会議の内容を検討する上で、現在積み残している課題や今後の持続性あ

る支援活動に向けた課題について、複数の拠点に対してヒアリングを行った。 

（実施した業務） 

・ブロック会議での拠点取組みの事例共有 

・今後の活動継続に向けた課題に関する拠点ヒアリング 

 

 

（６）業務工程 

平成 29 年度業務で構築した情報収集システム・支援情報提供サイト（以下、情報提供

サイト）を活用し、業務開始から直ちに、情報収集・提供を実施した。 

5月下旬に福島県事業による連絡会議が開催され、その会議の場で支援情報提供サイト

の更新状況を紹介し、交流会情報等共有すべき事項があれば、掲載する旨を参加者に告知

した。 

また、11月には、本事業によるブロック会議を開催し、事前に収集した当事業への要望

や拠点事業の振り返りに必要な事項について意見交換を行うとともに、どのような記録を

残しておくべきかの端緒を整理した。 

翌 1月には、ブロック会議の結果を踏まえた事後アンケートについて、拠点団体を対象

に実施し、その結果を踏まえ、福島県事業に関するアーカイブの方向性について提案を行

った。 
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表 １-２ スケジュール 

 

 

  

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月11月12月 1月 2月 3月
①県内外の支援
団体の活動事例・
連携事例
②避難先自治体
の定住支援施策
情報の収集
③国における
施策情報

①収集情報の分
類整理

②有益な情報の選
定・分析

①支援情報提供
サイトの改善

②支援情報提供
サイトの運営（情
報更新等）

①相談会等の視
察の実施
②県内被災地の
視察
③改善提案の検
討

(7)その他
拠点団体等を通し
た被災者課題、支
援課題の整理

(8)報告書の作成

(2)
情報管理・
分析

業務項目

(6)改善提
案の実施

2019年 2020年

(1)
情報収集

(3)ＮＰＯ等支援団体への情報
提供

(4)避難者
への情報提
供

(5)会議の開催 （2回程度で開催）

RSS配信登録及びロボット検索を活用し全国自治体HPを網羅的、定期的（隔週１回）に

関連事業管理団体、ネットワークを持つ支援団体の持つ情報の収集

(2)①で得られた情報のうち、支援団体、

自主避難者に有効と考えられる情報の選

(1)①②で抽出された情報の分類整理

(2)①で蓄積した情報を基に

地域別、内容別等、傾向分

(2)①②で整理した情報を情報提供サイトにアップ、告知

視察で得られた情報を適宜アップ

（視察7回程度）

福島県事業による会 福島県事業による会

（視察3回程度）

改善提案

フィードバック

課題把握、フィードバック

施策の紹介、精度の活用方法など、復興庁などから情報収集

改善提案

フィードバック
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２．情報収集 

全国の NPO等支援団体における、自主避難者支援に係る活動事例や連携事例、全国の

避難先自治体における各種の支援施策等の情報及びその他自主避難者支援に有益な情報

を収集した。収集に当たっては、事業実施期間の早い時期から随時の提供が可能となる

よう、計画的に行った。 

 

２．１ 実施内容 

収集した情報項目と収集方法は下表の通りである 

避難先自治体を中心とした支援施策情報については、避難先自治体のウェブサイトの

情報を、RSSリーダ1 を活用して収集した。 

東日本大震災の発災から 8年が経過した今年度は、県外避難を終えて故郷へ帰還する

避難者もしくは避難先での定住や移住を希望する避難者にとって有益な情報を収集する

こととした。そこで情報項目を過年度までの「避難先自治体の移住・定住・帰還支援」

から、「帰還支援や帰還先・避難先での生活再建等の支援」にリニューアルした。 

 

表 ２-１ 収集する情報項目と収集方法 

情報項目 情報収集方法 
帰還支援や帰還

先・避難先での

生活再建等の支

援情報 

○避難先自治体ウェブサイトの新着情報の閲覧 
・RSSリーダを活用し全国自治体 HPを網羅的、定期的にチェック（隔
週に 1回実施）。 

・避難者向け支援施策のみならず、一般市民向け情報でも有益と考え

られる情報は幅広に抽出。 
○福島県事業の受託団体を通じた情報収集（随時実施） 

国における 
施策情報 

○復興庁を通じて情報収集 

 

 

「帰還支援・生活再建等の施策情報」の情報収集対象とした自治体は、昨年度と同じ

1,139自治体（全自治体に占める割合は、66％）であり、その内訳は、下表の通りである。 

都道府県及び人口 30万人以上の自治体は、全て対象とし、人口 30万人未満の自治体に

ついては、各自治体のウェブサイトにおいて RSSが導入されている自治体は全て対象とし

つつ、RSS未導入自治体においても県庁所在市、避難者が 50名以上居住する自治体を対象

とした。 

なお、帰還支援・生活再建等の施策情報を対象とするため、福島県下の自治体を情報収

集対象自治体（RSS 未導入自治体）に 4 団体新規で追加した。また、RSS 導入停止やウェ

ブサイト・情報項目のリニューアル等により RSS対象から外れた福島県下の自治体 9団体

 
1 RSSとは、ニュースやブログなど各種のウェブサイトの更新情報を簡単にまとめ、配信する
ための仕組みの総称。RSSリーダという専用ソフトを用いることで、RSS配信された情報を当

該サイトにアクセスすること無く取得することが可能。地方自治体の RSS導入自治体のサイ

トでは、新着情報に掲載される情報の大半が RSS配信されている。 
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を RSS未導入自治体に追加し、収集対象とした。 

避難者が 50 名未満の自治体の中で、福島県事業の受託団体より特に対象とするよう要

請があった 2自治体（山形県村山市、広島県廿日市市）も対象とした。情報収集対象外の

自治体（585自治体）は、下表の通りである。 

 

表 ２-２ 情報収集対象自治体 

区分 
対象の可否 

( )内は該当自治
体数 

備考 

都道府県 ○（47） 福島県も対象 
RSS未導入 3団体含む  

政令指定都市 ○（20） RSS未導入 4団体含む  
人口 30万人以上の自治体 ○（64） RSS未導入 8団体含む 

人口 30 万人
未満の自治体

（1,593） 

RSS導入済 ○（959） ― 

RSS 
未導入 
（625） 

福島県内の

自治体 
○（13） 福島県福島市、伊達市、

本宮市、桑折町、相馬

市、南相馬市、二本松

市、国見町、浪江町、富

岡町、川内村、楢葉町、

飯舘村 
避難者が 50
名以上 

○（32） ― 

避難者が 50
名以下 

○（2） 山形県村山市 
広島県廿日市市 

×（585） ― 

合計 
○（1,139） 全 1,724自治体に対する割

合：66％ 

 

 

表 ２-３ 情報収集未対象自治体 
都道府県 情報検索未対象自治体名（585） 

1 北海道 

えりも町、せたな町、愛別町、安平町、雨竜町、浦臼町、遠軽町、音更町、下川

町、芽室町、岩内町、釧路町、栗山町、訓子府町、剣淵町、古平町、厚岸町、厚

真町、厚沢部町、広尾町、更別村、江差町、今金町、砂川市、士別市、士幌町、

鹿追町、寿都町、初山別村、松前町、上砂川町、上士幌町、新冠町、新篠津村、

新十津川町、新得町、真狩村、清水町、積丹町、赤井川村、壮瞥町、増毛町、足

寄町、大樹町、鷹栖町、滝川市、置戸町、秩父別町、中川町、中標津町、長万部

町、島牧村、東川町、当麻町、洞爺湖町、奈井江町、南富良野町、南幌町、泊村、

白糠町、美瑛町、標津町、浜中町、福島町、別海町、豊頃町、豊富町、北斗市、

北竜町、幌加内町、本別町、妹背牛町、木古内町、紋別市、由仁町、夕張市、余

市町、様似町、羅臼町、利尻富士町、陸別町、留萌市、岩見沢市、恵庭市、帯広

市 

2 青森県 

つがる市、横浜町、階上町、外ヶ浜町、五所川原市、黒石市、今別町、佐井村、

三戸町、三沢市、七戸町、新郷村、深浦町、西目屋村、大鰐町、中泊町、鶴田町、

田子町、東北町、南部町、板柳町、風間浦村、平内町、蓬田村、野辺地町、六ヶ

所村、六戸町 

3 岩手県 
一戸町、遠野市、金ケ崎町、軽米町、山田町、紫波町、西和賀町、大船渡市、平

泉町、野田村、陸前高田市 
4 宮城県 加美町、気仙沼市、七ヶ宿町、七ヶ浜町、女川町、松島町、色麻町、川崎町、蔵
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都道府県 情報検索未対象自治体名（585） 
王町、大衡村、登米市、東松島市、南三陸町、富谷町、利府町、亘理町 

5 秋田県 
潟上市、五城目町、鹿角市、小坂町、仙北市、大潟村、大館市、男鹿市、東成瀬

村、湯沢市、藤里町、能代市、八郎潟町、美郷町、由利本荘市 
6 山形県 金山町、戸沢村、鮭川村、三川町、小国町、庄内町、大石田町、中山町、遊佐町  

7 福島県 
下郷町、玉川村、三島町、昭和村、西会津町、石川町、川俣町、浅川町、只見町、

棚倉町、磐梯町、平田村、北塩原村、檜枝岐村 
8 茨城県 茨城町、河内町、笠間市、境町、鹿嶋市、大子町、大洗町、鉾田市 
9 栃木県 益子町、高根沢町、上三川町、茂木町 

10 群馬県 
みどり市、安中市、吉岡町、高山村、昭和村、上野村、榛東村、千代田町、川場

村、草津町、大泉町、中之条町、長野原町、東吾妻町、藤岡市、明和町、邑楽町  

11 埼玉県 
越生町、横瀬町、皆野町、滑川町、吉見町、宮代町、幸手市、志木市、小鹿野町、

上里町、神川町、長瀞町、日高市、美里町、北本市 

12 千葉県 
いすみ市、旭市、栄町、横芝光町、鎌ケ谷市、鋸南町、御宿町、神崎町、多古町、

大多喜町、長柄町、東庄町、八街市、睦沢町、木更津市 

13 東京都 
御蔵島村、三宅村、渋谷区、小笠原村、神津島村、瑞穂町、青ヶ島村、調布市、

八丈町、利島村、檜原村、福生市 
14 神奈川県 綾瀬市、海老名市、小田原市、真鶴町、清川村、大井町、箱根町 

15 新潟県 
阿賀町、粟島浦村、加茂市、関川村、佐渡市、十日町市、聖籠町、田上町、湯沢

町、妙高市、弥彦村 
16 富山県 滑川市、魚津市、黒部市、射水市、舟橋村、小矢部市、上市町、朝日町、立山町  
17 石川県 羽咋市、加賀市、穴水町、七尾市、川北町、中能登町、内灘町、白山市 
18 福井県 若狭町、小浜市、美浜町 

19 山梨県 
上野原市、西桂町、大月市、丹波山村、道志村、南アルプス市、南部町、富士河

口湖町、富士吉田市、富士川町 

20 長野県 

栄村、下條村、宮田村、軽井沢町、御代田町、高山村、高森町、佐久市、小海町、

小川村、小谷村、松川村、松川町、生坂村、青木村、川上村、泰阜村、大桑村、

大鹿村、辰野町、池田町、中川村、朝日村、天龍村、東御市、南相木村、南牧村、

南木曽町、売木村、白馬村、飯島町、平谷村、麻績村、木曽町、野沢温泉村 

21 岐阜県 
安八町、海津市、御嵩町、坂祝町、七宗町、神戸町、川辺町、池田町、中津川市、

東白川村、白川村、八百津町、飛騨市、美濃加茂市、富加町、北方町、輪之内町 
22 静岡県 伊東市、伊豆市、下田市、河津町、小山町、長泉町、藤枝市、熱海市 

23 愛知県 
みよし市、稲沢市、岩倉市、江南市、高浜市、常滑市、新城市、大治町、東栄町、

南知多町、飛島村、碧南市、豊根村、豊山町、豊明市、北名古屋市 

24 三重県 
伊賀市、紀北町、亀山市、玉城町、熊野市、御浜町、大紀町、大台町、朝日町、

明和町、鈴鹿市 
25 滋賀県 愛荘町、湖南市、守山市、竜王町 
26 京都府 木津川市、与謝野町 

27 大阪府 
高石市、千早赤阪村、泉大津市、泉南市、太子町、忠岡町、田尻町、島本町、能

勢町、松原市、富田林市 
28 兵庫県 加西市、加東市、高砂市、三木市、洲本市、上郡町、西脇市、豊岡市 

29 奈良県 
王寺町、下北山村、御所市、御杖村、高取町、黒滝村、三宅町、山添村、十津川

村、上北山村、川上村、大和郡山市、天川村、東吉野村、斑鳩町、平群町、明日

香村、野迫川村 

30 和歌山県 
かつらぎ町、岩出市、紀の川市、紀美野町、九度山町、串本町、古座川町、広川

町、高野町、上富田町、太地町、田辺市、日高川町、美浜町、北山村、有田市、

有田川町 
31 鳥取県 若桜町、大山町、湯梨浜町、南部町、日吉津村 
32 島根県 雲南市、奥出雲町、海士町、吉賀町、西ノ島町、川本町、大田市、美郷町 

33 岡山県 
吉備中央町、鏡野町、勝央町、新庄村、真庭市、瀬戸内市、西粟倉村、赤磐市、

備前市、美作市、矢掛町、和気町 
34 広島県 安芸高田市、安芸太田町、熊野町、坂町、神石高原町、世羅町、府中市、府中町 
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都道府県 情報検索未対象自治体名（585） 
35 山口県 阿武町、上関町、美祢市、平生町、和木町 
36 徳島県 つるぎ町、神山町、東みよし町、板野町、美馬市 

37 香川県 
さぬき市、まんのう町、宇多津町、丸亀市、琴平町、小豆島町、多度津町、直島

町、土庄町、東かがわ市 
38 愛媛県 久万高原町、今治市、西予市 

39 高知県 
いの町、安田町、越知町、黒潮町、三原村、四万十市、室戸市、宿毛市、須崎市、

大月町、大川村、津野町、田野町、土佐清水市、土佐町、梼原町、奈半利町、日

高村、馬路村 

40 福岡県 
みやこ町、みやま市、鞍手町、遠賀町、嘉麻市、吉富町、宮若市、桂川町、香春

町、糸田町、新宮町、水巻町、赤村、川崎町、太宰府市、大任町、大木町、大野

城市、筑紫野市、筑前町、東峰村、八女市、福智町、福津市、豊前市 

41 佐賀県 
吉野ヶ里町、玄海町、江北町、鹿島市、小城市、神埼市、多久市、太良町、大町

町、白石町、武雄市、有田町 

42 長崎県 
壱岐市、雲仙市、小値賀町、松浦市、新上五島町、川棚町、対馬市、東彼杵町、

波佐見町、平戸市、諫早市 

43 熊本県 
あさぎり町、阿蘇市、芦北町、宇土市、球磨村、玉東町、錦町、五木村、山江村、

山鹿市、産山村、小国町、上天草市、人吉市、水上村、相良村、多良木町、湯前

町、南小国町、美里町、苓北町 
44 大分県 玖珠町、佐伯市、姫島村、豊後高田市 

45 宮崎県 
綾町、串間市、五ヶ瀬町、高鍋町、国富町、三股町、諸塚村、西都市、都城市、

都農町、日向市、日南市、日之影町、門川町 

46 鹿児島県 
阿久根市、伊仙町、宇検村、屋久島町、喜界町、薩摩川内市、三島村、志布志市、

指宿市、鹿屋市、出水市、西之表市、曽於市、大崎町、大和村、中種子町、南種

子町、日置市、枕崎市、湧水町 

47 沖縄県 
粟国村、伊是名村、恩納村、嘉手納町、宜野座村、久米島町、宮古島市、国頭村、

今帰仁村、西原町、石垣市、多良間村、大宜味村、渡嘉敷村、南城市、南大東村、

八重瀬町、北大東村、北谷町、北中城村、本部町、名護市、与那原町、与那国町 
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２．２ 実施結果 

平成 31年 4月 1日～令和 2年 3月 31日（業務完了日）を情報収集対象期間とし、その

うち平成 31年 4月 1日から令和 2年 2月 29日の間に移住・定住・帰還支援等に関する支

援施策情報等を 1,922件（令和 2年 2月 29日実績）収集した。 

収集した支援施策情報は、専用サイトのデータベースに登録し、拠点団体がタイムリー

に情報収集できるよう提供した。 

なお、令和 2年 3月 1日以降も情報収集は継続して実施したが、本報告書での収集した

情報件数の記載や情報内容の分析は、令和 2 年 2 月 29 日までに収集した情報を対象とし

た。この期間で、データベースに登録した帰還支援・生活再建等の施策情報に関する情報

の一覧は、巻末「参考資料」の通りである。 
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３．情報管理・分析 

２．で収集した情報を、①県外避難者、NPO 等支援団体への提供、②支援施策の傾向

の分析、という２つの目的に資するよう整理・分析した。 

 

３．１ 実施方針 

（１）実施フロー 

業務①～③については、定期的に月に 2回の頻度で実施した。情報量が蓄積されたのち、

業務④として避難先自治体の支援施策の分野や施策数、地域的な偏りなど、各種傾向分析

を実施した。 

今年度から開始した業務⑤、⑥の支援団体・連携情報の分類整理、提供情報選定につい

ては、今年度は平成 30年度福島県県外避難者帰還・生活再建支援補助金、平成 30年度福

島県県内避難者・帰還者心の復興事業補助金の参加団体の開催する説明会・交流会、イベ

ント等を対象とし、県からの情報提供を受けて、支援情報提供サイトの「相談会・交流会

情報」への掲載が可能な形への整理を行った。 

 

 

図 ３-１ 情報管理・分析の実施フロー 

 

 

分
類
整
理

選
定
・
分
析

１）収集した支援施策情報
の分類整理

ウェブサイトでの情報提供

「移住・定住支援（補助・助成等
）」、「移住・定住相談・イベント」「
移住体験・物件情報（公的賃貸
住宅等）」、「公営住宅の入居募
集」、「改修・リフォーム」「その他」等、
分野別に分類整理する。

２）避難者、NPO等団体に
提供する「トピックス」の選定
避難者の帰還・定住の支援や判断
に特に有益と考えられる情報を「トピ
ックス」として選定する。
特に住宅支援に限定せず、「就業」「
教育・子育て」「健康」等、有益な情
報については幅広く選定する。

３）検索フラグの設定

①で収集した情報について、地域ブ
ロックや自治体名、施策実施期間
等、様々な観点で容易に抽出できる
よう検索フラグを設定する。

４）収集した情報の傾向分
析

施策分野や施策数、地域的な偏り
など、各種傾向分析を実施する。

5）収集した支援団体・連携
情報の分類整理

活動地域、活動内容「説明会･交
流会」、「イベント」「教室・体験」「視
察」「その他」等、分野別に分類整
理する。

６）避難者に提供する支援
情報、交流会等情報の選定

避難者支援団体の概要、コンタクト
情報や、避難者の参加が可能なイ
ベント等、特に有益と考えられる情報
を選定する。

報告書の作成
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（２）支援施策の分類の視点 

各自治体から配信された支援施策は、避難者のニーズに合わせた 6つの視点で検索・分

類した。具体的には、県外避難者への帰還支援、避難先での生活再建および就職・教育

支援等、避難者の帰還可否判断に係る施策やそのための相談等の開催情報等といった、

避難者の最近のニーズに合った 3つの視点を新設更新した。 

 

表 ３-１ 避難者ニーズを反映した 3つの分類視点 

新設した支援項目 考え方 

帰還・生活再建等支援や就職・教育支援 
生活・住宅再建、帰還支援等の情報、および避難

者向けの就労・教育等の支援情報 

避難者の健康支援（検査･検診） 
東日本大震災被災者・避難者の健診、および心の

ケアや心の健康相談等に関する情報 

避難者の交流･イベント 
自治体主催の避難者と地元との交流会、福島ツア

ー等のイベント情報 

 

 

表 ３-２ 支援施策の分類の視点

分類項目 具体的内容 

①帰還・生

活再建等支

援や就職・

教育支援

【新設】 

福島県および県下自治体で設置している県外避難者の生活・住宅再建、帰還支援

等の情報、および避難者向けの就労・教育等の支援情報 
（情報例） 

 旧避難指示区域に帰還した世帯に帰還費用を補助（南相馬市） 

 被災者生活再建支援制度（東日本大震災・令和元年台風 19号関連）（福島県） 
②避難者の

健康支援

（検査･検

診） 

【新設】 

各地方自治体で設置している被災者・避難者の健診、および心のケアや心の健康

相談等に関する情報 

（情報例） 

 平成 31年度（令和元年度）心の健康相談について（福島県） 

 <東日本大震災で避難された方へ>健康診査のお知らせ（福井県南越前町） 
③避難者の

交流･イベン

ト 

各地方自治体主催の避難者と地元との交流会、福島ツアー等のイベント情報 

（情報例） 

 美作市で「被災地支援に取り組む人と組織の交流セミナー」を開催（岡山県） 

 双葉郡出身のみなさん全員集合！交流会 in笠間を開催（大熊町、浪江町、富

岡町） 
④移住・定

住支援 

【新設】  

各地方自治体よる移住・定住、UIJターン向けの支援や相談等の情報 

（情報例） 

 【毎月開催！】お仕事帰りのふくしま移住相談会 次回は 1月 22日開催（福

島県） 

 移住ワンストップ相談窓口を開設！ ～ふくしまで暮ら..（福島市） 

⑤公営住宅

の募集 
各地方自治体による公営住宅の入居募集情報（公売等の物件は除く） 

（情報例） 

 県営住宅入居募集のご案内（令和 2年 2月 25日更新）（福島県） 

 町営住宅入居者募集について（新地町） 
⑥住宅改

修・リフォ

ーム支援 

各地方自治体による移住定住者向けの住宅改修やリフォーム支援情報 

（情報例） 
 移住/新婚/子育て/三世代同居の世帯でリフォームをお考えの方へ（彦根市） 

 住宅リフォームの経費を補助（上越市） 
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３．２ 帰還・生活再建等支援、健康支援、交流･イベント情報の抽出結果 

地方自治体サイトから収集した支援施策情報は、平成 31年 4月 1日～令和 2年 2月 29

日の間で 1,850件であった（平成 30年度 2,670件）。 

地方自治体サイトから収集した発信情報の総数（平成 31年 4月 1日～令和 2年 2月 29

日）は、319,892件であった。 

 

（１）新設した支援施策情報の項目の抽出結果 

その中から、避難者の最近ニーズに則した 3つの視点である①福島県への帰還・生活

再建等支援や就職・教育支援に関する施策情報は 27件、②避難者の健康支援（検査･検

診）に関する施策情報は 36件、③避難者の交流･イベントに関する施策情報は 11件であ

った。 

 

表 ３-３ 帰還・生活再建等支援や就職・教育支援に関する施策情報一覧 

※平成 31年 4月 1日～令和 2年 2月 29日実績 

発信日 タイトル 自治体 

令和2年2月4日 被災者生活再建支援金制度の申請期限が延長になりまし

た 

福島県富岡町 

令和2年2月4日 東日本大震災に係る被災者生活再建支援金の申請期間が

終了します 

福島県須賀川

市 

令和2年1月31日 東日本大震災に係る被災者生活再建支援金（基礎支援

金・加算支援金）の申請期間が延長になりました 

福島県福島市 

令和2年1月30日 被災者生活再建支援制度 福島県 

令和2年1月17日 東日本大震災に係る被災者生活再建支援金（加算支援

金）の申請期間の延長について 

岩手県 

令和2年1月17日 東日本大震災に係る被災者生活再建支援金（基礎支援

金）の受付終了について 

岩手県 

令和元年12月23

日 

【2019年12月22日】東北中央自動車道 相馬IC～相馬山

上IC間開通 

福島県相馬市 

令和元年12月20

日 

「復興応援・復興フォーラム2020 in 東京」を開催しま

す！ [青森県防災危機管理課 12月20日] 

青森県 

令和元年12月4日 国見ニュータウンの被災者向けの割引制度を拡大、延長

します 

福島県国見町 

令和元年11月5日 【2020年1月6日】新春のつどい／相馬市公式ホームペー

ジ 

福島県相馬市 

令和元年10月29

日 

被災者生活再建支援制度（東日本大震災・令和元年台風

19号関連） 

宮城県 

令和元年10月8日 福島県避難市町村家賃等支援事業について【富岡町、浪

江町、葛尾村と飯舘村の帰還困難区域の皆様へ】（令和

元年10月8日公表） 

福島県 

令和元年10月1日 【町内に帰還した方へ】引っ越しにかかった費用を補助

します！ 

福島県浪江町 

令和元年9月2日 南相馬市災害公営住宅入居者に係る家賃の減額に関する 福島県南相馬
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発信日 タイトル 自治体 

規則 市 

令和元年8月28日 ふるさと帰還通行カード（NEXCO東日本からのお知ら

せ）について 

福島県広野町 

令和元年8月21日 旧避難指示区域に帰還した世帯に帰還費用を補助します 福島県南相馬

市 

令和元年8月20日 高速道路無料措置の適用には、「ふるさと帰還通行カー

ド」が必要になります 

福島県南相馬

市 

令和元年8月20日 被災者への支援情報 福島県相馬市 

令和元年7月19日 子育て定住支援賃貸住宅について（避難者向け） 福島県福島市 

令和元年7月9日 福島再生加速化交付金（帰還環境整備）事業計画につい

て 

福島県中島村 

令和元年5月21日 田村市事業再開・帰還促進プレミアム商品券 福島県田村市 

令和元年5月10日 平成31年度 矢巾町被災者住宅再建支援事業 岩手県矢巾町 

平成31年4月17日 被災者生活再建支援制度について 茨城県北茨城

市 

平成31年4月11日 21. 災害公営住宅整備（完了） - 南相馬市 福島県南相馬

市 

平成31年4月5日 東日本大震災により阿見町に避難されている方々へのお

願い 

茨城県阿見町 

平成31年4月3日 葛尾村ふるさと帰還促進事業（引越し）補助金 福島県葛尾村 

平成31年4月1日 福島県避難市町村家賃等支援事業について 福島県浪江町 

 
 

表 ３-４ 避難者の健康支援（検査･検診）に関する施策情報一覧 

※平成 31年 4月 1日～令和 2年 2月 29日実績 

発信日 タイトル 自治体 

令和2年2月18日 心の健康相談・ものわすれ相談 東京都杉並区 

令和2年2月6日 避難者受入れ支援センターは平成24年3月11日をもって

閉鎖となりました。 

群馬県 

令和2年2月3日 甲状腺エコー検査 in 流山 千葉県流山市 

令和2年1月20日 第14回甲状腺検査評価部会（令和2年1月20日）の資料に

ついて 

福島県 

令和2年1月9日 第14回甲状腺検査評価部会（令和2年1月20日）の開催に

ついて 

福島県 

令和2年1月6日 令和元年度福島県避難者検診（がん検診）について 福島県双葉町 

令和元年10月30

日 

東日本大震災避難者相談窓口について 東京都立川市 

令和元年10月28

日 

「災害 心の健康相談」の開催について 福島県いわき

市 

令和元年10月18

日 

ふくしま健康長寿フェスティバルが10月19日・20日に会

津若松市で開催されます 

福島県会津若

松市 

令和元年9月19日 久留米市：心の健康相談 福岡県久留米

市 
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発信日 タイトル 自治体 

令和元年9月15日 令和2年度就学時健康診断 福島県相馬市 

令和元年9月2日 専門医による心の健康相談（東区地域支えあい課９月） 広島県広島市 

令和元年8月26日 心の健康相談を開催します 千葉県四街道

市 

令和元年8月20日 神戸市：自立支援医療（精神通院医療） 兵庫県神戸市 

令和元年8月2日 甲状腺エコー検査費用の一部を助成します／白井市ホー

ムページ 

千葉県白井市 

令和元年7月29日 第13回甲状腺検査評価部会（令和元年6月3日）の議事録

について 

福島県 

令和元年7月16日 職場のハラスメント集中相談会 福岡県行橋市 

令和元年7月5日 ≪東日本大震災で避難された方へ≫ 健康診査のお知ら

せ 

福井県南越前

町 

令和元年7月4日 心の健康相談会 新潟県南魚沼

市 

令和元年6月14日 ホールボディカウンターによる内部被ばく検査結果（令

和元年度/平成31年度）の月別状況について 

福島県いわき

市 

令和元年6月12日 ホールボディカウンターによる 内部被ばく検査のお知

らせ - 本宮市 

福島県本宮市 

令和元年6月7日 心の健康相談・うつ病家族教室・ひきこもり家族教室 福島県会津若

松市 

令和元年6月4日 甲状腺検査のお知らせ 福島県双葉町 

令和元年6月3日 第13回甲状腺検査評価部会（令和元年6月3日）の資料に

ついて 

福島県 

令和元年5月23日 第13回甲状腺検査評価部会（令和元年6月3日）の開催に

ついて 

福島県 

平成31年4月22日 平成３１年度（令和元年度）心の健康相談について 福島県 

平成31年4月18日 第３回甲状腺検査の結果 宮城県丸森町 

平成31年4月17日 心の健康づくり講演会のお知らせ｜各課のしごと｜秋田

県北秋田市 

秋田県北秋田

市 

平成31年4月16日 第12回甲状腺検査評価部会（平成31年2月22日）の議事

録について 

福島県 

平成31年4月11日 平成３１年度２巡目北茨城市甲状腺超音波検査の実施に

ついてのご案内 

茨城県北茨城

市 

平成31年4月10日 令和元年度 心の健康相談のご案内 福島県双葉町 

平成31年4月4日 産後健康診査のご案内 鳥取県琴浦町 

平成31年4月3日 2019年度 心の健康相談 福島県いわき

市 

平成31年4月3日 平成31年度 心の健康相談 福島県いわき

市 

平成31年4月1日 心の健康相談のお知らせ（４月） 大分県津久見

市 

平成31年4月1日 ◇避難している児童・生徒のため福島県から派遣されて

いる２名の教員の活動を紹介しています。 

新潟県 
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表 ３-５ 避難者の交流･イベントに関する施策情報一覧 

※平成 31年 4月 1日～令和 2年 2月 29日実績 

発信日 タイトル 自治体 

令和2年2月21日 （開催中止）湘南＆被災地交流サンバで2020応援 神奈川県茅ヶ

崎市 

令和2年1月30日 湘南＆被災地交流サンバで2020応援 神奈川県茅ヶ

崎市 

令和元年11月6日 東日本大震災から生まれた文化交流 第2回TaKoTaKoあ

がれ!!コンサートを開催します 

東京都国分寺

市 

令和元年11月1日 美作市で「被災地支援に取り組む人と組織の交流セミナ

ー」を開催します 

岡山県 

令和元年10月25

日 

東日本大震災復興応援JOC「がんばれ！ニッポン！」プ

ロジェクト オリンピックデー・フェスタ 

福島県 

令和元年10月22

日 

東日本大震災避難者支援事業交流学習会「福島から伝え

たいこと～高校生が見ていた震災、そして今～」を開催

します 

長野県松本市 

令和元年10月17

日 

令和元年台風１９号被災者への義援金を受け付けます 愛媛県八幡浜

市 

令和元年9月25日 双葉郡出身のみなさん全員集合！交流会in笠間を開催し

ます 

福島県大熊町 

令和元年9月13日 「被災からの避難所や在宅での暮らし支援の経験を学

ぶ。」被災地支援に取り組む人と組織の交流セミナーを

開催します 

岡山県 

令和元年6月24日 三陸防災復興プロジェクト2019 さんりく音楽祭2019 

佐渡裕＆スーパーキッズ・オーケストラ2019 東日本大

震災復興祈念演奏活動「こころのビタミンプロジェクト 

in 宮古」開催♪ 

岩手県宮古市 

令和元年5月30日 東北・石巻でも！山の芋グリーンカーテン（丹波ささや

ま写真新聞） 

兵庫県篠山市 
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（２）トピックス情報の抽出結果 

地方自治体サイトより情報発信された各種施策等の情報（総数 319,892件）から、特

に、避難者の支援や判断につながる帰還や生活再建等に係る有益な情報について、幅広く

選定し、「帰還支援・生活再建等の施策情報」の「トピックス」として掲載した。 

 

表 ３-６ 「帰還支援・生活再建等の施策情報」の「トピックス」掲載一覧 

※平成 31年 4月 1日～令和 2年 2月 29日実績 

配信日 タイトル 自治体名 

令和2年2月7日 
原発事故による警戒区域等からの避難者に対する

高速道路の無料措置について 
福島県 

令和2年2月5日 
ふるさと帰還通行カード（高速道路無料措置）の

期間の延長について 
福島県広野町 

令和2年2月4日 
原発避難無料措置の期間延長及び新しいふるさと

帰還通行カード送付のお知らせ 
福島県伊達市 

令和2年1月31日 被災者生活再建支援金について 福島県双葉町 

令和2年1月31日 

東日本大震災に係る被災者生活再建支援金（基礎

支援金・加算支援金）の申請期間が延長になりま

した 

福島県福島市 

令和2年1月30日 被災者生活再建支援制度について 福島県 

令和2年1月25日 
県営住宅（支援対象避難者向け）入居募集のご案

内（令和2年1月25日更新） 
福島県 

令和2年1月6日 
令和元年度福島県避難者検診（がん検診）につい

て 
福島県双葉町 

令和元年12月25

日 

県営住宅（支援対象避難者向け）入居募集のご案

内（令和元年12月25日更新） 
福島県 

令和元年11月25

日 

県営住宅（支援対象避難者向け）入居募集のご案

内（令和元年11月25日更新） 
福島県 

令和元年10月25

日 

県営住宅（支援対象避難者向け）入居募集のご案

内（令和元年10月25日更新） 
福島県 

令和元年10月8日 

福島県避難市町村家賃等支援事業について【富岡

町、浪江町、葛尾村と飯舘村の帰還困難区域の皆

様へ】（令和元年10月8日公表） 

福島県 

令和元年9月25日 
東日本大震災の避難者への応急仮設住宅の供与期

間を延長します 
神奈川県 

令和元年9月12日 
いわき市津波被災住宅再建事業のご案内について

（再掲載） 
福島県いわき市 

令和元年9月11日 

東日本大震災により大熊町及び双葉町から避難さ

れている方々に対する応急仮設住宅の供与期間を

令和3年3月末日まで延長します。 

新潟県 

令和元年8月21日 
旧避難指示区域に帰還した世帯に帰還費用を補助

します 
福島県南相馬市 

令和元年8月5日 
応急仮設住宅の供与期間の延長について（令和元

年8月5日公表） 
福島県 

令和元年7月27日 移住支援金の支給について 福島県金山町 

令和元年5月29日 
県外に避難されている小中学生の保護者の皆さん

へ 
福島県 

令和元年5月16日 
被災者生活再建支援金の申請期間が延長されまし

た 
福島県広野町 
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３．３ 地方自治体から発信される支援施策情報の傾向分析 

（１）施策分類別情報件数の傾向 

地方自治体サイトから収集した県外避難者支援施策の情報量は、平成 31 年 4月 1日～令

和 2年 2月 29日の間で 1,922件（令和 2年 2月 29日実績）であった。 

カテゴリー別では、「公営住宅の募集」に関する施策情報が最も多く（1,035件）、次い

で「移住・定住支援」に関する施策情報（668件）であった。 

 

表 ３-７ 帰還支援・生活再建等の支援施策情報件数 

※平成 31年 4月 1日～令和 2年 2月 29日実績 

年月 

全
て 

帰
還
・
生
活
再
建

等
支
援
や
就
職
・

教
育
支
援 

避
難
者
の
健
康
支

援
（
検
査･
検

診
） 

避
難
者
の
交
流･

イ
ベ
ン
ト 

移
住
・
定
住
支
援 

公
営
住
宅
の
募
集 

住
宅
改
修
・
リ
フ

ォ
ー
ム
支
援 

平成 31年 4月 195件 5件 11件 0件 65件 77件 46件 

令和元年 5月 186件 2件 1件 1件 47件 118件 25件 

6月 159件 0件 5件 1件 51件 89件 16件 

7月 185件 2件 4件 0件 70件 97件 21件 

8月 183件 4件 3件 0件 77件 89件 15件 

9月 169件 1件 3件 2件 62件 85件 19件 

10月 200件 3件 3件 3件 85件 91件 24件 

11月 193件 1件 0件 2件 67件 115件 18件 

12月 160件 3件 0件 0件 68件 83件 17件 

令和 2年 1月 159件 4件 3件 1件 48件 98件 11件 

2月 133件 2件 3件 1件 28件 93件 8件 

合計 1,922件 27件 36件 11件 668件 1,035件 220件 
※ 複数のカテゴリーに分類された支援情報があることから、上記のカテゴリー情報件数の合計は、全ての

情報件数とは一致しない。同一のホームページ（URL）でも発信された日付が異なる場合や複数回発信
している場合は、その都度それぞれの情報としてカウントした。 
 

 
図 ３-２ 帰還支援・生活再建等の支援施策情報のカテゴリー別件数 
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（２）支援施策情報の期間別・カテゴリー別の傾向 

【日別発信状況】 

地方自治体から発信される支援施策情報は、過年度調査と同様に月初に多く発信され

る傾向がある。図 3-3を見ると、4月 1日の発信情報が最も多く、次いで、7月 1日、11

月 1日の順に多くなっている。理由として、公営住宅等への春入居および秋入居に合わ

せて、募集情報が発信されると考えられる。 

また、昨年度（前年同日を点線グラフで表記）は 6月、8月、11月、2月に情報量が多

かったが、今年度は年度を通じて月初の情報量が少なくなっている。 

 

図 ３-３ 地方自治体における支援施策情報の月別件数の推移 
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【月別・カテゴリー別発信状況】 

下図は、６つのカテゴリー別・月別発信件数を記している。次ページ以降は、カテゴリ

ー別に月別情報件数を集計したものである。カテゴリー別の月別発信件数は、年間を通じ

て「公営住宅の募集」に関する情報が多く、特に 5月、11月が多い。次いで「移住・定住

支援」に関する情報が多く、10月、8月、9月が多い。 

なお、新設した 3つのカテゴリーは、避難先である全国の自治体による施策というより

も、避難元（福島県や県下の市町村）自治体による施策情報が主となることから、発信さ

れた件数は小さいものの、避難者にとっては有益な情報である。 

 

 

 
 

図 ３-４ 地方自治体における支援施策情報の月別・カテゴリー別の推移 
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図 ３-５ 支援施策情報の月別推移（福島県への帰還・生活再建等支援や就職・教育支援） 

 

 

 

 
図 ３-６ 支援施策情報の月別推移（避難者の健康支援（検査･検診）） 
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図 ３-７ 支援施策情報の月別推移（避難者の交流･イベント） 

 

月別・カテゴリー別において情報量が最も多い「公営住宅の募集」は、年間を通じて 80

～100件の情報量で推移しており、「移住・定住支援」も、同様の傾向がみられた。 

昨年度（前年同日の発信数を斜め車線の棒グラフで表記）と比較すると、「住宅改修・リ

フォーム支援」は月別で情報発信数が多く、「移住・定住支援」と「公営住宅の募集」は、

情報発信量が減少している。情報発信量が減少した要因として今年度は、令和元年台風第

15号や台風第 19号等による甚大な被害が全国各地で発生し、福島県を含む被災した多く

の地方自治体ではこれらの被災者への喫緊の施策として、避難住居の提供や生活支援等に

注力しており、東日本大震災に関する施策が少なかったと考えられる。 

 

表 ３-８ 令和元年度（平成 31年度）に発生した大規模自然災害 

発災年月日 自然災害名 自然災害名 

令和元年6月18日 山形県沖地震 
山形県内では観測史上初めて震度6以上を記

録 

令和元年8月27日

～28日 

令和元年九州豪雨

(九州北部豪雨) 

長崎県・佐賀県・福岡県において、線状降水

帯による集中豪雨が発生 

令和元年9月5日～

9月10日 
令和元年台風第15号

2019年9月に発生した台風。関東地方に上陸

した観測史上最強クラスの台風で、千葉県を

中心に甚大な被害を出した 

令和元年10月6日

～10月13日 
令和元年台風第19号 

2019年10月に発生した台風。関東甲信地方か

ら東北地方で記録的な大雨となり、各地で甚

大な被害を出した 
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図 ３-８ 支援施策情報の月別推移（移住・定住支援） 

 

 

 
図 ３-９ 支援施策情報の月別推移（公営住宅の募集） 

65件

47件
51件

70件

77件

62件

36件

56件

69件
75件

78件

55件

0件

10件

20件

30件

40件

50件

60件

70件

80件

90件

100件

平成31年4月1日 令和1年5月1日 令和1年6月1日 令和1年7月1日 令和1年8月1日 令和1年9月1日

85件

67件 68件

48件

28件

82件

66件

73件

59件

43件

0件

10件

20件

30件

40件

50件

60件

70件

80件

90件

100件

令和1年10月1日 令和1年11月1日 令和1年12月1日 令和2年1月1日 令和2年2月1日

R1年度_移住・定住支援 H30年度_移住・定住・帰還相談・イベント

77件

118件

89件
97件

89件 85件

109件

134件

160件

117件
123件

102件

0件

20件

40件

60件

80件

100件

120件

140件

160件

180件

200件

平成31年4月1日 令和1年5月1日 令和1年6月1日 令和1年7月1日 令和1年8月1日 令和1年9月1日

91件

115件

83件

98件 93件

120件 125件
114件 111件

104件

0件

20件

40件

60件

80件

100件

120件

140件

160件

180件

200件

令和1年10月1日 令和1年11月1日 令和1年12月1日 令和2年1月1日 令和2年2月1日

R1年度_公営住宅の募集 H30年度_公営住宅の入居募集



26 

 

 

 

図 ３-１０ 支援施策情報の月別推移（住宅改修・リフォーム支援） 
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（３）支援施策情報の都道府県別の傾向 

【都道府県別情報発信件数】 

地方自治体の支援施策情報を都道府県別（情報発信の実数）に整理した。 

下図の通り、支援施策に関する情報発信は、北海道が最も多く（197件）、次いで福島

県（185件）、東京都（122件）という発信件数であった。昨年度と比較すると、福島県

を除く都道府県全てにおいて発信件数が減少している。 

 

図 ３-１１ 都道府県別の支援施策情報の発信件数 
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【都道府県別・1自治体あたりの支援施策情報の発信件数】 

情報収集の対象自治体は、都道府県及び市区町村の 1,139自治体（全地方自治体に占め

る割合は約 66％）であり、都道府県ごとに対象自治体数に差異がある。そこで、次ページ

の通り、各都道府県の 1情報発信自治体あたりの支援施策情報の発信件数を算出した。 

 

表 ３-９ 都道府県別 支援施策の情報発信自治体数（市区町村数）一覧 

都道府県 
移住・定住情報発信自治体 

（市区町村数） 
都道府県 

移住・定住情報発信自治体 
（市区町村数） 

1 北海道 95自治体 25 滋賀県 16自治体 
2 青森県 14自治体 26 京都府 25自治体 
3 岩手県 23自治体 27 大阪府 33自治体 
4 宮城県 20自治体 28 兵庫県 34自治体 
5 秋田県 11自治体 29 奈良県 22自治体 
6 山形県 27自治体 30 和歌山県 14自治体 
7 福島県 42自治体 31 鳥取県 15自治体 
8 茨城県 37自治体 32 島根県 12自治体 
9 栃木県 22自治体 33 岡山県 16自治体 

10 群馬県 19自治体 34 広島県 16自治体 
11 埼玉県 49自治体 35 山口県 15自治体 
12 千葉県 40自治体 36 徳島県 20自治体 
13 東京都 51自治体 37 香川県 8自治体 
14 神奈川県 27自治体 38 愛媛県 18自治体 
15 新潟県 20自治体 39 高知県 16自治体 
16 富山県 7自治体 40 福岡県 36自治体 
17 石川県 12自治体 41 佐賀県 9自治体 
18 福井県 15自治体 42 長崎県 11自治体 
19 山梨県 18自治体 43 熊本県 25自治体 
20 長野県 43自治体 44 大分県 15自治体 
21 岐阜県 26自治体 45 宮崎県 13自治体 
22 静岡県 28自治体 46 鹿児島県 24自治体 
23 愛知県 39自治体 47 沖縄県 18自治体 
24 三重県 19自治体    
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1自治体あたりの情報件数の総数は、鳥取県が最も多く（5.60件/自治体）、次いで富山県

（5.17件/自治体）、福島県（4.40件/自治体）、秋田県（4.18件/自治体）、広島県（3.80件

/自治体）の順であった。 

移住促進に取り組む自治体（鳥取県、富山県）で、かつ平成の大合併で自治体数が集約さ

れた自治体が多い傾向である。次ページ以降にカテゴリー別の一自治体あたり情報件数を整

理した。 

 
図 ３-１２ 都道府県別の支援施策の情報発信件数（1自治体あたりの件数） 
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【カテゴリー別・都道府県別・1自治体あたりの支援施策情報件数】 

●帰還・生活再建等支援や就職・教育支援【R1年度新規】 

「帰還・生活再建等支援や就職・教育支援」は、福島県（0.48件/自治体）が最も多

く、岩手県（0.14件/自治体）、青森県・茨城県（0.07件/自治体）の順であった。避難

者の帰還及び生活支援に関する情報であり、他自治体による情報はほぼない。 

 

図 ３-１３ 都道府県別 1自治体あたり情報件数（帰還・生活再建等支援や就職・教育支援） 
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●避難者の健康支援（検査･検診）【R1年度新規】 

「避難者の健康支援（検査･検診）」は、福島県（0.43件/自治体）、新潟県（0.10件/自治

体）、秋田県（0.09件/自治体）、千葉県（0.08件/自治体）、福井県・鳥取県・広島県・大分

県（0.07件/自治体）の順であった。避難者の健康支援（検査･検診）に対応する自治体は少

ないが、全国各地で対応されていることが伺える。 

 

図 ３-１４ 都道府県別 1自治体あたり情報件数（避難者の健康支援（検査･検診）） 
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●避難者の交流･イベント【R1年度新規】 

「避難者の交流･イベント」は岡山県（0.13件/自治体）が最も多い。次いで神奈

川県（0.07件/自治体）、愛媛県（0.06件/自治体）、岩手県・福島県（0.05件/自治

体）の順であった。前述した通り、令和元年は全国各地で甚大な自然災害が発生し、

それぞれの被災地への支援活動が主となったため、東日本大震災による交流・イベン

トは少なくなったと考えられる。 

 

図 ３-１５ 都道府県別 1自治体あたり情報件数（避難者の交流･イベント） 
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●移住・定住支援 

「移住・定住支援」では、秋田県（2.55件/自治体）が最も多く、次いで青森県・島根

県（2.00件/自治体）、福島県（1.74件/自治体）、鳥取県・大分県（1.73件/自治体）の

順であった。昨年度と比較すると愛知県（800.0%）の大幅増の他、岩手県（250.0%）や

福島県（221.2%）が増加。また、移住や UIJターン施策に積極的な自治体である富山県

（200.0%）、福井県（200.0%）、島根県（171.4%）も増えている。 

 

図 ３-１６ 都道府県別 1自治体あたり情報件数（移住・定住支援） 
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●公営住宅の募集 

「公営住宅の募集」では昨年度と同様、鳥取県（4.13件/自治体）と最も多く、次いで

富山県（3.67件/自治体）、広島県（2.53件/自治体）、東京都（2.06件/自治体、岩手県

（1.95件/自治体）と東京都を除く上位は昨年度と同じ傾向である。傾向として、「移

住・定住支援」と同様の自治体（岩手県、秋田県、鳥取県等）から多くの発信がある。 

 

図 ３-１７ 都道府県別 1自治体あたり情報件数（公営住宅の募集） 
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●住宅改修・リフォーム支援 

「住宅改修・リフォーム支援」は福島県（0.76件/自治体）が最も多く、次いで愛

媛県（0.56件/自治体）、新潟県（0.45件/自治体）の順である。住宅改修・リフォー

ム支援に関する発信情報は全体としてあまり多くない。 

 

図 ３-１８ 都道府県別 1自治体あたり情報件数（住宅改修・リフォーム支援） 
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４．情報提供 

情報提供では、情報提供サイトでの昨年度に引き続き、避難先自治体の支援施策情報や

相談窓口、説明会・交流会の開催案内といった直接的な支援情報に加えて、自主避難者の

声や会場の様子といった、支援活動などの様子を伝える情報の動画提供等を充実した。 

 

４．１ NPO等支援団体への情報提供 

当事業で収集した情報は、全国で避難者支援活動を行う NPO 等の団体に提供した。手

段としては、情報提供サイトを経由しての情報発信のほか、福島県事業を受託している拠

点団体が集まる定期連絡会議において当事業の 位置づけを再度確認し、情報提供サイト

の内容について改めて告知を行うとともに、動画を豊富に活用した支援事例の紹介など、

今後のアーカイブにもつながるコンテンツの充実を図った。 

また、3 回に分けて地域別に団体を分けて開催されたブロック会議において、事業の振 

り返り、ノウハウ、記録の在り方など、事前アンケート、事後アンケートを含め、議論の 

経過、ポイントを共有した。具体的には以下の通りである。 

 

表 ４-１ NPO等支援団体への情報提供の概要 

時期 手段 内容 

令和元年 
 5月 30 日 
 5 月 31 日  

福島県事業 
第 1 回定期連絡
会議 

・事業の位置づけと情報提供の目的 
・避難者支援情報提供サイトのコンテンツに関する報告、意見 
聴取 

・説明会・交流会の開催計画の提供を依頼 
7月 24日 メール ・ブロック会議に係るアンケートの送付 

検討するテーマ、ブロック会議の運営方法について、 
拠点視察について、避難者支援にかかる情報収集について 

9月 12日 メール ・ブロック会議の開催案内 
・拠点間視察について 

9月 18日 メール ・拠点間視察の詳細について 
10月 21日 メール ・ブロック会議にかかる事前アンケート結果の共有 
10月 25日 メール ・会議関連資料の送付 

令和元年度復興庁概算要求のポイント 
被災者生活支援等施策の推進に関する基本的な方針」に関す

る施策とりまとめ 
11月 8、14、
19日 

本事業ブロック

会議 
・情報提供、アーカイブに関する意見聴取。 
・各拠点における取組み事例の紹介 

12月 20日 メール ・ブロック会議の主要ご意見一覧の共有 
・ブロック会議事後アンケートの依頼 

2月 25日 福島県事業 
第 2 回定期連絡
会議 

・避難者支援情報提供サイトの状況報告、意見聴取 
・アーカイブとして残すべき事項、ブロック会議の振り返りに

ついて個別にヒアリング 
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４．２ 避難者への情報提供 

３．で収集した情報は、支援情報提供サイトを通して定期的・継続的に情報提供を行っ

た。 

 

（１）避難者の情報提供の基本方針 

・ 県外避難者向けの情報提供手段として、情報提供サイトを維持。 

・ 国、自治体で把握済みの避難者に、避難先、帰還先、支援先などに関する多様な情 

報をワンストップで提供（外部サイト情報へのリンクを含む） 

・ 情報提供サイトを把握されていない避難者に対しては、県事業の受託団体の相談

事業、相談会の情報提供で、支援につながる「きっかけ」をつくる。 

 

 

図 ４-１ 情報提供サイトの運用イメージ 

 

 

（２）実施方針 

避難先及び帰還先自治体の移住・定住・帰還に関する施策など、自主避難者に有益とな

る情報について、自主避難者向け情報提供サイト（ウェブサイト）で提供する。より多く

の方に読んでいただけるよう、閲覧・操作の容易性等に配慮し、以下のサイト作成方針と

作成ガイドラインを定めた。 

 

■ サイト作成方針 

・ 聴覚・視覚・肢体に不自由がある方の操作、利用について配慮して作成する。 

・ パソコン、ブラウザの種類・バージョン、画面解像度・サイズ等、利用者の環境に

できる限り特定されないよう作成する。 

・ 他のウェブサイトからのリンクのみならず、訪問者に有意義なオリジナルな情報・

資料を発信するように努める。 

 

避難者支援
情報提供サイトの運営

弊社

・情報収集、分析
・Webサイト構築
・情報更新

全国の避難者

福島県事業受託事業者・
受託団体

関連事業の
支援団体ネットワーク、
専門機関

避難元・避難先
自治体

情報提供情報収集

活動事例、連携事例の情報提供
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■ 具体的な作成ガイドライン 

1. 構造・表示スタイル 

・ ページにはその内容が分かりやすいタイトルを付ける。 

・ スタイルシートは書体、サイズ、色、行間、背景色の指定に用いる。 

・ 訪問者がスタイルシートを使わない場合でも閲覧に大きな支障を生じさせない。 

・ 文字やアイコンの位置・表示スタイルに一貫性を持たせる。 

・ フレームは使わない。 

・ サイト内において自分の現在の位置がどこなのか分かるように、パンくずリスト

を表示する。 

 

2. 操作・入力 

・ フォーム等の入力はセキュリティを考慮し、受け付けない。 

・ 訪問者が意図しないページの移動や自動更新は行わない。 

 

3. 文字色及び形 

・ 文字と背景色には十分なコントラストを持たせる。 

・ フォントは可読性が高い UDフォントを使用する。 

・ ウェブサイト拡大・読み上げソフトウェアが使えるようにする。 

 

4. 非テキスト情報 

・ 画像やハイパーリンクには alt 属性を付け、代替情報を提供する。 

・ 画像のサイズは、訪問者のネットワーク環境を考慮し、最適化する。 

・ 動画の画質は、訪問者のネットワーク環境を考慮し、任意で選択可能とする。 

・ 時間によって点滅する文字や変化する画像を用いない。 

・ JavaScript、Java アプレット、Flashは極力使わないように努める。 

・ BGM及び音声ファイル等の自動再生は使用しない。 

5. 言語 

・ lang 属性で言語コードを日本語に明示する。 

・ 読みの難しいと思われる言葉はやむをえない場合を除いて多用しない。 

・ 専門用語については必要に応じて説明をつける。 

 

6. 情報の提供 

・ 原則、官公庁や公的機関、公的事業を実施している団体からの情報のみを掲載す

る。 

・ オリジナル情報の掲載は、複数のウェブサイト管理責任者からの厳重な確認の上、

掲載する。 

・ ウェブサイトに掲載される情報は定期的に確認し、必要に応じて更新を行う。 

・ ウェブサイトに掲載される情報に対して訂正又は削除の依頼があった場合、速や

かに適切な対応を行う。 
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（３）公開サイトの構成 

公開サイトは、「東日本大震災･避難者支援情報提供サイト 私たちは今ここに」として、

下図の構成で構築されている。 

 

図 ４-２ サイト構成図 
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表 ４-２ サイトの各ページ構成 

 
第 1階層 第 2階層 第 3階層 留意事項、狙い等 

トップ 

ページ 

(今月のピ

ック 

アップ／

お知らせ

／関連 

サイト) 

全国の相談 

窓口情報 

福島県外で避難生活を送

られている皆さまへ 

・全国地図を用いて直感的に必要な相

談窓口情報が検索できるように工夫 

・相談窓口の所在地が目立つように都

道府県名を上段に大きく表示 

・他のページに遷移せず、１つのペー

ジ内でスクロールすることで全ての情

報が閲覧出来るようにデザイン 

全国の相談拠点 MAP 

各相談拠点の情報 

（全 27拠点） 

相談会・ 

交流会情報 

相談会・ 

交流会カレンダー 

・独自で開発した専用カレンダーシス

テムを用いて各相談会・交流会の開催

日や内容を直感的に閲覧できる 

・開催地域や日程が一目瞭然にわかる

ような UIを工夫 

・各支援団体からの情報や福島県から

の情報からピックアップして掲載 

・開催場所をクリックすることで

Googleマップが立ち上がるように設定 

各相談会・交流会の情報

（随時更新） 

被災者支援

活動の事例

紹介 

事例 01 東京都  

(活動紹介／被災者の声／

支援者の声)【一昨年度】 

・活動の全体像を紹介するビデオと本

文、被災者、支援者の声を紹介するビデ

オで構成 

・支援者及び被災者のプライバシーを

考慮し、各自に明示的な同意を得た上

で取材 

・震災から 9 年が経った今、これから

必要とされる支援と各団体のビジョン

を中心に取材 

※詳細については、（５）被災者支援活

動の事例及び被災者・支援者の取材を

参照 

事例 02 福島県川内村 

(活動紹介／被災者の声／

支援者の声)【一昨年度】 

事例 03 北海道 

(活動紹介／被災者の声／

支援者の声)【一昨年度】 

事例 04 埼玉県 

(活動紹介／被災者の声／

支援者の声)【一昨年度】 

事例 05 神奈川県 

(活動紹介／被災者の声／

支援者の声)【一昨年度】 

事例 06 石川県 

(活動紹介／被災者の声／

支援者の声)【一昨年度】 

事例 07 千葉県 

(活動紹介／被災者の声／

支援者の声)【一昨年度】 

事例 08 福島県福島市  

(活動紹介／被災者の声／

支援者の声)【一昨年】 

事例 09 沖縄県那覇市 

(活動紹介／被災者の声／

支援者の声)【一昨年度】 

事例 10 福島県郡山市 

(活動紹介／被災者の声／

支援者の声)【昨年度】 
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第 1階層 第 2階層 第 3階層 留意事項、狙い等 

事例 11 東京都新宿区  

(活動紹介／被災者の声／

支援者の声)【昨年度】 

事例 12 大韓民国ソウル

特別市 (活動紹介／被災

者の声／支援者の声) 

【昨年度】 

事例 13 福島県楢葉町  

(活動紹介／被災者の声／

支援者の声)【昨年度】 

事例 14 千葉県千葉市  

(活動紹介／被災者の声／

支援者の声)【昨年度】 

事例 15 東京都千代田区  

(活動紹介／被災者の声／

支援者の声)【昨年度】 

事例 16 東京都渋谷区  

(活動紹介／被災者の声／

支援者の声)【昨年度】 

事例 17 福島県富岡町  

(活動紹介／被災者の声／

支援者の声)【昨年度】 

事例 18 東京都渋谷区  

(活動紹介／被災者の声／

支援者の声)【昨年度】 

事例 19 福島県郡山市 

(活動紹介／被災者の声／

支援者の声)【今年度】 

事例 20 秋田県秋田市 

(活動紹介／被災者の声／

支援者の声)【今年度】 

事例 21 愛媛県松山市 

(活動紹介／被災者の声／

支援者の声)【今年度】 

事例 22 広島県広島市 

(活動紹介／被災者の声／

支援者の声)【今年度】 

事例 23 山梨県笛吹市 

(活動紹介／被災者の声／

支援者の声)【今年度】 

事例 24 神奈川県横浜市

(活動紹介／被災者の声／

支援者の声)【今年度】 

事例 25 茨城県笠間市 

(活動紹介／被災者の声／

支援者の声)【今年度】 

事例 26 福岡県福岡市 

(活動紹介／被災者の声／

支援者の声) 
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第 1階層 第 2階層 第 3階層 留意事項、狙い等 

事例 27 鳥取県鳥取市 

(活動紹介／被災者の声／

支援者の声)【今年度】 

事例 28 福島県新地町 

(活動紹介／被災者の声／

支援者の声)【今年度】 

国や避難

先・避難元

地域の支援

施策情報 

国の被災者支援施策情報

（トピックス） 

・国、復興庁等が公表している情報をタ

イムリーに掲載 

・情報のタイトルや内容などを任意で

変更しない 

・避難先、避難元地域の行政が公表する

支援施策情報のうち、特に重要と判断

される情報をトピックとして掲載し、

露出度を高める 

福島県避難者支援課 

(福島県) 

国や避難者・避難元地域

の支援施策情報 

専門的な支

援先に関す

る情報 

心のケア 

・多様なカテゴリーを設定し、情報の網

羅性を考慮 

・公的情報を中心に掲載し、情報の客観

性・正確性を考慮 

・各リンク先に関してテキストで説明

を加え、外部サイトに移動する前に正

しく取捨選択できるように補助 

医療・福祉・介護・障害者 

就職･転職 

中小企業・起業 

居住･住宅 

法律相談 

原子力災害・放射線 

地域の相談窓口に関する

総合情報 

福島県の現

状に関する

情報 

 

・福島県が公表している情報のうち、本

サイトの訪問者に重要だと判断される

情報をピックアップして掲載 

被災市町村

の 

復 興 状 況

MAP 

 

・WEB 上でそのまま閲覧できるバージ

ョンと、ダウンロードし印刷できる PDF

バージョンの両方を掲載 

For 

Foreigners 

in Japan 

Fukushima Hinansha no 

Tsudoi Okinawa Jangara-

Kai (Okinawa) 

・福島県等が公表している情報のうち、

外国語で作成された資料及び WEB ペー

ジを中心に掲載 

・海外からの訪問者の為、被災者支援活

動の事例紹介を英語翻訳で掲載 

Tokyo Futaba Community

（Tokyo） 

Fukushima Child Support 

Care Center of The 

Great East Earthquake 

(Fukushima Prefecture, 

Japan) 

Non-Profit Organization 

Akita Partnership 

(Akita Prefecture, 

Japan) 

Non-Profit Organization 

Ehime 311 (Ehime 

Prefecture, Japan) 

Asuchika the Hiroshima 

Evacuees Group 
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第 1階層 第 2階層 第 3階層 留意事項、狙い等 

(Hiroshima Prefecture, 

Japan) 

Yamanashi-Fukushima 

Prefectural Association 

(Yamanashi Prefecture, 

Japan) 

Non-Profit Organization 

Kanagawa Hinansha to 

Tomo ni Ayumu Kai 

(Kanagawa Prefecture, 

Japan) 

General Incorporated 

Association Fuainet 

(Ibaraki Prefecture, 

Japan) 

Fukuoka Citizens' 

Network (Fukuoka 

Prefecture, Japan) 

Tottori Earthquake 

Disaster Support 

Liaison Council 

(Tottori Prefecture, 

Japan) 

Shinchi Town 

Reconstruction 

Promotion Division 

(Fukushima Prefecture, 

Japan) 

本サイトに 

ついて 
 

・本サイトの主旨と目的を訪問者に説

明 

お知らせ  

・本サイトに掲載される新着情報及び

新規コンテンツに関する情報の一覧を

作成 

お問い合わ

せ 
 

・本サイト及び掲載内容に関するお問

合せについてメールと電話の両方で対

応 

サイトポリ

シー 
 

・本サイトの利用条件とポリシーを詳

しく訪問者に説明 

サイトマッ

プ 
 

・本サイトの全ページに簡単にアクセ

スできる一覧を作成 
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（４）公開サイトのコンテンツ概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 ４-３ 公開サイト トップページ 
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図 ４-４ 公開サイト 「全国の相談窓口情報」 
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図 ４-５ 公開サイト 「相談会・交流会情報」 



47 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 ４-６ 公開サイト 「支援活動の事例紹介」 

 



48 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 ４-７ 公開サイト 「国や避難先・避難元地域の支援施策情報」 
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図 ４-８ 公開サイト 「専門的な支援先に関する情報」 
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図 ４-９ 公開サイト 「福島県の現状に関する情報」 
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図 ４-１０ 「被災市町村の復興状況 MAP」 
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図 ４-１１ 「For Foreigners」 
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（５）被災者支援活動の事例及び被災者・支援者の取材 

ウェブサイトに掲載した各被災者支援活動事例の取材内容は以下の通り。 

 

① 事例 19 あなたにもできることがある 誰もができるこどものこころの応急手当 

⬛取 材 地 域： 福島県郡山市 

⬛取 材 団 体： 特定非営利活動法人ビーンズふくしま 

⬛取  材  日： 令和元年７月２８日 

⬛取 材 場 所： ミューカルがくと館 

⬛取 材 内 容： 

 ▽活動紹介（https://jyoho-shien.org/case_study/case19/index.html） 

「あなたにもできることがある 誰もができるこどものこころの応急手当」 

福島県郡山市にある「ミューカルがくと館」で、「福島県保健福祉部こども未来局児童家庭課」

と「ふくしま子ども支援センター」による「あなたにもできることがある 誰もができるこどものここ

ろの応急手当 ～子どものための心理的応急処置から学ぶ～」研修会が開催。ふくしま子ども

支援センターは、東日本大震災により被災した子どもの心のケアに関わって、福島県内及び

県外へ避難している被災児童、保護者等への専門的支援を継続的かつ安定的に行うことを

目的として設置された組織で、「特定非営利活動法人ビーンズふくしま」が福島県より委託を

受け、児童の状況把握や支援ニーズのとりまとめ、被災した子どもおよび子育て家庭の支援

に関する情報の収集および情報発信、被災児童、保護者及び支援者等への各種支援事業

を行っています。 今回で６回目となるこの日の研修会は、「子どもやその家族へ PFA（サイコ

ロジカル ファーストエイド）を提供できるスキルと知識を身につけること」を目的として開催され、

福島県内で働いている看護師や保健師、児童福祉士や保育士、養護教諭が参加した。 

 

 ▽支援者の声（https://jyoho-shien.org/case_study/case19/s1.html） 

ふくしま子ども支援センター ご担当 

・団体の紹介について 

・東日本大震災以降の活動内容について 

・今後の展望について 

 

 ▽支援者の声(https://jyoho-shien.org/case_study/case19/s2.html) 

ふくしま子ども支援センター ご担当 

・この研修会を開催したきっかけについて 

・研修会に参加する方々について 

・研修会に参加した方々からの声について 

  

▽支援者の声(https://jyoho-shien.org/case_study/case19/s3.html) 

公立大学法人福島県立医科大学 医学部神経精神医学講座 講師 

・活動にあったての経緯について 

・チームでの役割について 
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・活動していく中でのポイントについて 

 

  ▽支援者の声(https://jyoho-shien.org/case_study/case19/s4.html) 

公立大学法人福島県立医科大学 医学部災害こころの医学講座  

精神保健福祉士 

・こどもの心のケア支援に携わったきっかけについて 

・支援対象者の子供たちを見ていての気づきについて 

・今後の活動で重要となることについて 

 

  ▽支援者の声(https://jyoho-shien.org/case_study/case19/s5.html) 

公立大学法人 福島県立医科大学附属病院 職員 

・今回の研修会に参加したきっかけについて 

・仕事をしている上で感じること・問題点について 

・今後も必要となることについて 

  ▽支援者の声(https://jyoho-shien.org/case_study/case19/s6.html) 

助産師 

・活動の経緯について 

・研修会に参加したきっかけについて 

 

 

 

② 事例 20 福島の現状を知る会 in秋田&夜市 

⬛取 材 地 域： 秋田県秋田市 

⬛取 材 団 体： NPO法人あきたパートナーシップ 

⬛取  材  日： 令和元年８月３日 

⬛取 材 場 所： 遊学舎 

⬛取 材 内 容： 

 ▽活動紹介(https://jyoho-shien.org/case_study/case20/index.html) 

「福島の現状を知る会 in 秋田 & 夜市」 

秋田県秋田市にある施設「遊学舎」を訪問。 遊学舎は、ボランティア・NPO 活動や余暇・文
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化活動など、自由な時間を有効活用するための活動拠点施設として平成１４年にオープンし

た施設で、秋田県の生活再建支援拠点を担当する「法人あきたパートナーシップ」が指定管

理者として管理運営を行っている。 秋田県は、東日本大震災直後から官民共同で支援体制

を構築し「福島県からの避難者を支援する連絡協議会」を中心に様々な支援活動に取り組ん

でいる。 「福島県からの避難者を支援する連絡協議会」が主催する「福島の現状を知る会 

in 秋田」と大学生サロン、NPO 法人あきたパートナーシップ」が主催する毎年恒例の夏まつ

り夜市が同時に開かれ、東日本大震災をきっかけに秋田県に避難されている方々、一度秋

田県に避難して今は福島県に帰還した方々が参加した。 

 

 ▽支援者の声(https://jyoho-shien.org/case_study/case20/s1.html) 

NPO法人あきたパートナーシップ 副理事長 

・支援活動について 

・避難者支援に関わるきっかけについて 

 

 ▽支援者の声(https://jyoho-shien.org/case_study/case20/s2.html) 

秋田大学被災地復興支援団体サークル AKITAID 会長 

・団体の紹介について 

・団体設立のきっかけについて 

・現在の活動内容について 

・活動の中での留意点について 

・今後の展望について 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ 事例 21 東日本大震災 追悼と復興を祈る盆踊り 東北・四国 心行交う 盆踊り大会 

⬛取 材 地 域： 愛媛県松山市 

⬛取 材 団 体： NPO法人 えひめ３１１ 

⬛取  材  日： 令和元年８月２０日 

⬛取 材 場 所： 石手寺 

⬛取 材 内 容： 
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 ▽活動紹介(https://jyoho-shien.org/case_study/case21/index.html) 

「東日本大震災 追悼と復興を祈る盆踊り 東北・四国 心行交う 盆踊り大会」 

 NPO法人えひめ３１１と盆踊り交流会実行委員会の共催で東日本大震災の追悼と復興を祈

る盆踊り「東北・四国心行き交う盆踊り大会」が、愛媛県松山市の石手寺で開催。 NPO 法人

えひめ３１１は、東日本大震災をきっかけに福島県から愛媛県に避難した当事者たちが自主

的に設立・運営している団体で、愛媛県を中心に四国全域で活動を行っている。 四国には、

震災当初は６００名を超える被災者が各地に避難していましたが、現在は約２０４名が残り、最

も人数が多い愛媛県では１０７名が未だに避難生活を続けている。 “一人一人の心に寄り添

い、共に課題を解決していくこと”をモットーに、NPO 法人えひめ３１１は、避難者の相談窓口

設置や戸別訪問、交流会などあらゆる角度からの支援を行ってきた。 そして、このような活

動の１つとして今年４回目を迎える盆踊り交流会は、東日本大震災で愛媛県や四国に避難し

た方々と地域の住民が交流する事を目的として開催され、福島県南相馬市から訪れた講師

をはじめ、たくさんの避難者や地域住民、学生ボランティアが集まり、境内はにぎわいを見せ

ていた。 

 

 ▽支援者の声(https://jyoho-shien.org/case_study/case21/s1.html) 

NPO えひめ 311 代表理事 

・団体の紹介について 

・今後の展望について 

・活動の課題について 

 

 ▽支援者の声(https://jyoho-shien.org/case_study/case21/s2.html) 

NPO えひめ 311 副代表理事兼事務局長 

・団体の紹介について 

・避難者の現状について 

・イベント開催のきっかけについて 

 

 ▽支援者の声(https://jyoho-shien.org/case_study/case21/s3.html) 

学生ボランティア 

・活動に参加したきっかけについて 

・震災当時について 

・避難者支援に必要なことについて 

・今後も活動に参加されますか？ 

 

 ▽被災者の声(https://jyoho-shien.org/case_study/case21/v1.html) 

県外避難者 

・イベントに参加したきっかけについて 

・現在避難者地域との交流について 

 

 ▽被災者の声(https://jyoho-shien.org/case_study/case21/v2.html) 
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県外避難者 盆踊り参加者 

  ・イベントに参加したきっかけについて 

  ・震災当時について 

  ・避難先での交流について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④ 事例 22 コミュニティスペース たねまく広場 

⬛取 材 地 域： 広島県広島市 

⬛取 材 団 体： ひろしま避難者の会「アスチカ」 

⬛取  材  日： 令和元年９月２０日 

⬛取 材 場 所： ひろしま避難者の会「アスチカ」の施設 

⬛取 材 内 容： 

 ▽活動紹介(https://jyoho-shien.org/case_study/case22/index.html) 

「コミュニティスペース たねまく広場」 

  ひろしま避難者の会「アスチカ」の施設を訪問。 令和元年１０月で７周年を迎えるひろしま避

難者の会「アスチカ」は、東日本大震災の地震・津波および東京電力福島第一原発事故の

影響で広島へ来た避難者が、この土地で生活の基盤や気持ちを整えたり、同じ思いの仲間

を見つけたりしながら、避難生活を落ち着かせ、次のステップへ踏み出すことをサポートする

当事者団体として設立した。毎月様々なイベントがあり、取材日は、月一回神石高原町から

新鮮なお野菜や物産を届けてくれる「お野菜の日」と、アスチカの会員で１５年のキャリアを持

つ鍼灸師による「鍼灸治療」が同時開催され地域住民と避難者の方々が仲睦まじく交流して

いる様子が見て取れた。 

 

 ▽支援者の声(https://jyoho-shien.org/case_study/case22/s1.html) 

ひろしま避難者の会「アスチカ」代表 

・団体の紹介について 

・団体の活動内容について

・今後の展望について 

 

 ▽支援者の声(https://jyoho-shien.org/case_study/case22/s2.html) 
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ひろしま避難者の会「アスチカ」副代表 

・活動内容について 

・広告物の作成で工夫されていることについて 

・サロンの内容について 

・支援を通じて感じる変化について 

・今後の展望について 

 

 ▽支援者の声(https://jyoho-shien.org/case_study/case22/s3.html) 

NPO法人 nina神石高原 ご担当 

・活動紹介について 

・どのような繋がりで支援が始まったのですか？ 

・活動のやりがいについて

・どのような考え方で支援をされていますか？ 

・支援を通じて感じる変化はありますか？ 

・今後の展望について 

 

 ▽支援者の声(https://jyoho-shien.org/case_study/case22/s4.html) 

鍼灸師 

・活動内容について 

・震災から現在に至るまでの経緯について 

・現在はどのようなお仕事をしていますか？ 

・患者さんとはどのようなお話をされますか？ 

・患者さんの変化を感じることはありますか？ 

・定住を希望される方が多い印象ですか？ 

・今後の展望について 
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⑤ 事例 23 山梨・神奈川 東北ふるさとの集い 

⬛取 材 地 域： 山梨県笛吹市 

⬛取 材 団 体： 日本大震災・山梨県内避難者と支援者を結ぶ会

⬛取  材  日： 令和元年９月２１日 

⬛取 材 場 所： 石和温泉 きこり旅館 

⬛取 材 内 容： 

 ▽活動紹介(https://jyoho-shien.org/case_study/case23/index.html) 

 「山梨・神奈川 東北ふるさとの集い」 

山梨県笛吹市にある施設「きこり」を訪問。 山梨県は、現在５３７人（令和元年１０月２９日現

在／復興庁調べ）の被災者が避難生活を余儀なくしている。 山梨福島県人会のメンバー

が中心となり、平成２３年９月に「東日本大震災・山梨県内避難者と支援者を結ぶ会（通称：

結ぶ会）」を発足。現在に至るまで様々な支援活動を積極的に行ってきた。特に、毎年県

外避難者向けのアンケート調査を今まで計７回実施し、県外避難者の状況や課題の変化

などに合わせた交流サロンを山梨県の各地で年に１０回以上開催している。取材日は、 

「結ぶ会」と神奈川県の支援団体「NPO 法人 かながわ避難者と共にあゆむ会」の共同開

催で『山梨・神奈川 東北ふるさとの集い』が１年ぶりに開催された。平成３０年７月にはじめ

て開催されたこの交流会は、神奈川県と山梨県で遠く離れて避難生活をしている被災者同

士がお互い寄り添って、なつかしい言葉でふるさとへの気持ちや今の避難生活における課

題などを語り合うことを目的に企画された。 

 

 ▽支援者の声(https://jyoho-shien.org/case_study/case23/s1.html) 

東日本大震災・山梨県内避難者と支援者を結ぶ会 代表 

・団体を立ち上げたきっかけについて 

・活動内容について 

・イベントの内容について 

・今後の展望について  

 

 ▽被災者の声(https://jyoho-shien.org/case_study/case23/v1.html) 

宮城県石巻市出身/山梨県在住 

・避難経緯について 

・避難元に帰るということは考えましたか？ 

・イベントについて 

 

 ▽被災者の声(https://jyoho-shien.org/case_study/case23/v2.html) 

福島県福島市出身/山梨県在住 

 ・避難経緯について 

 ・なぜイベントに参加しようと思ったのか？ 

 

 ▽被災者の声(https://jyoho-shien.org/case_study/case23/v3.html) 

福島県浪江町出身/山梨県在住 
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・震災当初の様子について 

・震災当初に大変だったことはありますか？ 

・将来的に帰還を考えていますか？ 

・イベントに参加した感想について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑥ 事例 24 東日本大震災避難者交流会 第 11回ふるさとコミュニティ in かながわ 

⬛取 材 地 域： 神奈川県横浜市 

⬛取 材 団 体： NPO法人かながわ避難者と共にあゆむ会 

⬛取  材  日： 令和元年１０月５日 

⬛取 材 場 所： 波止場会館 

⬛取 材 内 容： 

▽活動紹介(https://jyoho-shien.org/case_study/case24/index.html) 

「東日本大震災避難者交流会 第 11回ふるさとコミュニティ in かながわ」 

神奈川県横浜市の波止場会館にて、「東日本大震災避難者交流会 第 11 回ふるさとコミ

ュニティ in かながわ」が開催されました。このイベントは、東日本大震災で神奈川県に避

難されている方への支援を目的とし今年で１１回目を迎えた。 

故郷の福島県浪江町や福島県富岡町の小中学校の校歌を合唱したり、ゲストをお招きし

てお笑いステージやミニコンサートを行ったり、参加する避難者の方々が笑顔で溢れる会

となった。特に浪江町と富岡町の小学校の校歌を避難者の皆さんで合唱している様子はと

ても温かく、皆が一体となり微笑ましい光景が広がっていた。皆さんそれぞれの思いを歌に

乗せて、感情に浸りながらも懸命に歌う姿がとても印象的で、壇上で歌っていた避難者の

方は、「我々の青春の歌です。歌っていると自然と昔に戻った気がして元気が出る。」とお

話していた。 

 

 ▽支援者の声(https://jyoho-shien.org/case_study/case24/s1.html) 

特定非営利活動法人かながわ避難者と共にあゆむ会 代表 

・団体の紹介について 

・活動内容について 

・活動をする上での課題や苦労について 

・今後の展望について 
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 ▽被災者の声(https://jyoho-shien.org/case_study/case24/v1.html) 

福島県浪江町出身/神奈川県在住 

・イベントに参加したきっかけについて 

・震災当時の状況について 

・現在活動されている団体について 

・活動をする上で工夫していることについて 

 

 ▽被災者の声(https://jyoho-shien.org/case_study/case24/v2.html) 

福島県楢葉町出身/神奈川県在住 

・イベントに参加したきっかけについて 

・皆さんと久しぶりにお会いした感想について 

・震災当時のことについて 

・今、心の支えになっているものについて 

・皆さんとの交流の際に課題を共有されたりしますか？ 

・今後も交流会には参加したいですか？ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑦ 事例 25 全員集合交流会 in 笠間市 

⬛取 材 地 域： 茨城県笠間市 

⬛取 材 団 体： 一般社団法人 ふうあいねっと 

⬛取  材  日： 令和元年１１月１３日 

⬛取 材 場 所： はらだ味の店 

⬛取 材 内 容： 

 ▽活動紹介(https://jyoho-shien.org/case_study/case25/index.html) 

  「全員集合交流会 in 笠間市」 

茨城県笠間市のはらだ味の店にて「第２回 四町交流会」が開催された。一般社団法人 

ふうあいねっと主催で行われ、各地区の復興支援員や茨城県に避難されている方々の約６

０名の参加となった。今回で２回目となる「四町交流会」は、福島県双葉郡内の住民を中心

とした方々が参加され、午前には「笠間焼」を体験できるコーナーを行い、午後はお食事を

楽しみながら懇談したり、ビンゴ大会をしたりととても賑やかな交流会となった。現在も茨城
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県内には３,２９０名（令和元年１０月現在／復興庁調べ）の方々が避難されており、今回の

ような交流会は参加者にとって「憩いの場」となると思われる。 

 

 ▽支援者の声(https://jyoho-shien.org/case_study/case25/s1.html) 

一般社団法人 ふうあいねっと 代表 

・団体の紹介について 

・活動内容について 

・この交流会の開催のきっかけについて 

・参加者の声を教えてください 

・今後の展望について 

・活動をする上での課題について 

 

 ▽被災者の声(https://jyoho-shien.org/case_study/case25/v1.html) 

福島県浪江町出身/茨城県在住 

・交流会に参加したきっかけ 

・現在の状況について 

・地域の方々との交流について 

・避難元地域との交流について 

・震災前の生活との違いについて 

・今後の展望について 

 

 ▽被災者の声(https://jyoho-shien.org/case_study/case25/v2.html) 

福島県富岡町出身/茨城県在住 

・避難経路・現状について 

・交流会に参加しての感想について 

・避難元のご自宅は現在どのような状況ですか？ 

・避難元地域での交流会はありますか？ 

・今後はどのような交流会には参加したいですか？ 

・今後の展望について 
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⑧ 事例 26 避難者相談会・交流会 in 福岡市 

⬛取 材 地 域： 福岡県福岡市 

⬛取 材 団 体： 被災者支援ふくおか市民ネットワーク 

⬛取  材  日： 令和元年１１月２４日 

⬛取 材 場 所： アクロス福岡 

⬛取 材 内 容： 

 ▽活動紹介(https://jyoho-shien.org/case_study/case26/index.html) 

  「避難者相談・交流会 in 福岡市」 

福岡県福岡市のアクロス福岡にて、「福島県 避難者相談・交流会」が開催された。この交

流会はふくおか市民ネットワークが主催し、福島県から県外に避難されている方々が安心

して暮らし、帰還や生活再建につながるよう支援する活動の一環として企画された。今回

は、東京の支援団体である医療ネットワーク支援センターが、福岡に避難されている方々

と交流するため、東京、埼玉、神奈川に避難されている方々１２名と共に参加しました。福

岡の皆さんも家族で参加する方やスタッフを含めて１２名が参加して交流会が始まった。埼

玉から参加された方は、交流会に向けて埼玉のサロンに集う方々と一緒に作成した千羽

鶴を持参。交流のお土産として福岡の皆さんに贈った。ゲストのファイナンシャルプランナ

ーの方からは相続や成年後見制度など、今後の生活を考える上での情報提供があり、テ

ーブルごとに自己紹介をするなど和やかな会話の時間が流れた。 

 

 ▽支援者の声(https://jyoho-shien.org/case_study/case26/s1.html) 

被災者支援ふくおか市民ネットワーク 代表 

・団体の紹介について 

・避難者の現状について 

・今後の展望について 

 

 ▽被災者の声(https://jyoho-shien.org/case_study/case26/v1.html) 

福島県富岡町出身/東京都在住 

・避難経緯について 

・生活について現状と今後課題を教えてください 

・福島県に帰還された後の展望について 

 

 ▽被災者の声(https://jyoho-shien.org/case_study/case26/v2.html) 

福島県須賀川市出身/福岡県福岡市在住 

福島県郡山市出身/福岡県福岡市在住 

・避難経緯と交流会に参加したきっかけについて 

・生活の中で最近感じていることについて 

・今後取り組んでいきたいことについて 
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⑨ 事例 27 クリスマス会２０１９ in 鳥取市 

⬛取 材 地 域： 鳥取県鳥取市 

⬛取 材 団 体： とっとり震災支援連絡協議会 

⬛取  材  日： 令和元年１２月１５日 

⬛取 材 場 所： 鳥取人権交流プラザ 

⬛取 材 内 容： 

 ▽活動紹介(https://jyoho-shien.org/case_study/case27/index.html) 

  「クリスマス会 2019 in 鳥取市」 

鳥取県鳥取市の鳥取人権交流プラザにて、鳥取震災支援連絡協議会が主催で「クリスマ

ス会」が開催され、支援員やボランティア学生、鳥取県に避難されている約 20名の方々が

参加した。年内最後のイベント「クリスマス会」は、鳥取県内に避難された方々が中心に島

根県からも参加され、クリスマスライブやケーキデコレーションがあり、とても賑やかな交流

会となった。なかでも、クリスマスライブでは、地元のミュージシャン「KAMATANIBAND」が

駆けつけ、今話題の曲から懐かしの曲まで幅広いジャンルの歌で会場を盛り上げた。現在

も鳥取県内には７６名(令和元年度１１月現在/復興庁調べ)の方々が避難されており、今回

のような交流会が避難されている方々にとって「癒しの場」となっていると思われる。 

 

 ▽支援者の声(https://jyoho-shien.org/case_study/case27/s2.html) 

とっとり震災支援連絡協議会 代表 

・団体の紹介について 

・活動を始めて経緯について 

・避難者への接し方で気をつけていることはありますか？ 

・今後の活動について 

 

 ▽支援者の声(https://jyoho-shien.org/case_study/case27/s1.html) 

とっとり震災支援連絡協議会 事務局長 

・避難経緯について 

・生活について現状と今後課題を教えてください 

・福島県に帰還された後の展望について 
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 ▽支援者の声(https://jyoho-shien.org/case_study/case27/s3.html) 

鳥取大学 学生 

・ボランティアに参加したきっかけについて 

・支援活動に関わって受けた印象について 

・今後の支援への関わり方について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑩ 事例 28 福島県新地町防災緑地公園について 

⬛取 材 地 域： 福島県新地町 

⬛取 材 団 体： 新地町復興推進課、株式会社 Feel aIIiance、相新建設株式会社 

⬛取  材  日： 令和元年１２月１７日 

⬛取 材 場 所： 新地町防災緑地公園 

⬛取 材 内 容： 

 ▽活動紹介(https://jyoho-shien.org/case_study/case28/index.html) 

「福島県新地町防災緑地公園について」 

津波による被害を受けた新地町釣師地区に、津波減衰効果をもたらせる防災公園として

「福島県新地町防災緑地公園」が２０１９年１０月２６日に開園。この防災公園は、防災機能

だけではなく、キャンプ場や子供の広場など、新たな海辺での賑わいの拠点となるよう造ら

れた公園で、今回はこの公園の開園に携わった方々として新地町復興推進課 吉本様、

株式会社 Feel aIIiance 代表取締役社長 飯田様、相新建設株式会社 代表取締役社長 

志賀様の３名に話を伺った。 

公園内には２０２０年東京オリンピックの競技にも追加された Bicycle Motocross(バイシクル

モトクロス)と呼ばれる自転車競技の BMX用パンプトラックを整備しているところである。 

 

 ▽支援者の声(https://jyoho-shien.org/case_study/case28/s1.html) 

新地町復興推進課 ご担当 

・公園の建設に対する思いについて 

・整備において苦労したことについて 

・公園の機能について 
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・今後の展望について 

 

 ▽支援者の声(https://jyoho-shien.org/case_study/case28/s2.html) 

Feel alliance 代表取締役 

・公園の建設に対する思いについて 

・今後の展望について 

 

 ▽支援者の声(https://jyoho-shien.org/case_study/case28/s3.html) 

相新建設株式会社 代表取締役社長 

・公園の建設に対する思いについて 

・今後の展望について 
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（６）避難先・避難元地域の支援施策情報の更新 

東日本大震災･避難者支援情報提供サイト「私たちは今ここに」のコーナーである「国や

帰還支援・生活再建等の施策情報（http://jyoho-shien.org/rss/）」の確認と更新については

以下のように実施した。 

 

・地方自治体から RSSにて発信される帰還支援・生活再建等の施策情報は、毎日更新し

た。 

・RSS未実施の地方自治体からの支援施策の情報については、毎月 2回（毎月 10日、

25日）確認、更新した。 

 

  

図 ４-１２ 「帰還支援・生活再建等の施策情報」コーナーの更新スケジュール 

 

 

①支援施策情報（RSS発信情報）の更新方法の詳細 

【RSS配信している地方自治体の情報更新】 

・ 構築した情報システムにより、地方自治体サイトから発信される RSSデータをキャッ

チし、支援施策情報を毎日収集、追加・更新した。 

 

【RSS未実施自治体の情報更新】 

・RSS配信をしていない地方自治体のうち、検索対象とする地方自治体のサイトを目視に

て確認、支援施策情報を抽出し、「帰還支援・生活再建等の施策情報」コーナーのデータ

ベースに登録した。更新日は、毎月 10日・25日（約 2週間毎）とした。 

 

【個別の対応に要する日数】 

RSS未対応自治体のサイト確認：概ね 5営業日 

   （毎月 26日～翌月 1日、11日～16日） 

  支援施策情報のピックアップ：概ね 3営業日 

   （毎月 2日～7日、17日～22日） 

  「帰還支援・生活再建等の施策情報」コーナーへ登録（アップロード）：概ね 2営業日 

   （毎月 8日～10日、23日～25日） 
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※土日祝日は含まず 

図 ４-１３ RSS未対応自治体のサイトからの情報抽出のタイミング 

 

②トピックス情報の更新方法の詳細 

  【選定方法】 

・毎月 26日～翌月 5日、6日～12日、13日～19日、20日～26日の発信情報（毎週）

を対象に、移住・定住・帰還支援に限らず、県外避難者支援に有益な情報を選定し

た。 

 

【個別の対応に要する日数】 

トピックスの選定・抽出：概ね 5営業日 

  （原則、毎週） 

「帰還支援・生活再建等の施策情報」コーナーへ登録（アップロード）：概ね 1営業日 

  （原則、毎週月曜日） 

 

 

※土日祝日は含まず夏季・冬期休暇時は要調整 

 

図 ４-１４ トピックス抽出・選定のタイミング 
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（７）情報公開サイトに関する統計 

情報公開サイトの閲覧状況について、平成 31年 4月 1日から令和 2年 3月 3日まで

を集計期間として集計を取った。 

 

① 概要 

a. 総訪問数 

 

 

b. 総ページビュー数 

 

 

 

 

c. １訪問あたりの平均ページビュー数 

 

 

d. 平均滞在(閲覧)時間 

 

 

図 ４-１５ 情報公開サイトの閲覧概要 

 

昨年度に比べて、双方文数、総ページビュー数、1訪問当たりの平均ページビュー数、

平均滞在（閲覧）時間のいずれも増えている。今年度は、大規模な告知拡大をしていな

いため、この背景には、本ウェブサイトのコンテンツの内容が充実しつつあることが考

えられる。 

 

  

今年度 昨年度 増減率

7,104回 5,676回 125%

今年度 昨年度 増減率

4.63ページビュー/１訪問 3.64ページビュー/１訪問 127%

今年度 昨年度 増減率

3分33秒/１訪問 2分49秒/１訪問 126%

今年度 昨年度 増減率

32,882ページ 20,684ページ 159%
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② 国別訪問数 

a. 国別訪問数 TOP10（今年度） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 ４-１６ 国別訪問数 

 

b. 国内・国外の訪問数の変化（対昨年度） 

 

 

 

 

 

 

図 ４-１７ 国内・国外の訪問数の変化（対昨年度） 

 

国別訪問数は、日本が最も多く、米国、中国、カナダがこれに次ぐ。昨年度に続

き、国外からの訪問数が増加傾向にある。 

 

  

国 訪問数 %

日本 6,296 88.63%

United States 518 7.29%

China 94 1.32%

Canada 56 0.79%

Hong Kong 20 0.28%

United Kingdom 12 0.17%

South Korea 10 0.14%

Indonesia 10 0.14%

Australia 8 0.11%

Other Countries 80 1.13%

7,104 100.00%

国 訪問数 % 訪問数 %

国内 6,296 88.63% 5,103 89.90%

国外 808 11.37% 573 10.10%

7,104 100.00% 5,676 100.00%

今年度 昨年度
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③ 国内地域別訪問数 TOP10 

 

 

図 ４-１８ 国内地域別訪問数 

 

日本国内からのアクセスについて、地域別訪問数を見ると、東京都が最も多く、福

島県、神奈川県がこれに次ぐ。 

 

 

④ デバイス別訪問数 

a. デバイス別訪問数（今年度） 

 

 

 

 

 

 

 

図 ４-１９ デバイス別訪問数 

 

都道府県 訪問数 %

東京都 2,808 44.60%

福島県 772 12.26%

神奈川県 538 8.55%

大阪府 328 5.21%

埼玉県 204 3.24%

愛知県 162 2.57%

北海道 132 2.10%

千葉県 128 2.03%

石川県 96 1.52%

福岡県 88 1.40%

茨城県 94 1.49%

新潟県 90 1.43%

宮城県 56 0.89%

京都府 56 0.89%

兵庫県 52 0.83%

山形県 52 0.83%

栃木県 50 0.79%

静岡県 54 0.86%

広島県 66 1.05%

沖縄県 32 0.51%

岡山県 36 0.57%

群馬県 70 1.11%

宮崎県 26 0.41%

長野県 24 0.38%

三重県 20 0.32%

青森県 20 0.32%

秋田県 32 0.51%

富山県 16 0.25%

岩手県 14 0.22%

山梨県 30 0.48%

岐阜県 16 0.25%

滋賀県 14 0.22%

大分県 14 0.22%

鳥取県 16 0.25%

愛媛県 12 0.19%

島根県 10 0.16%

高知県 10 0.16%

和歌山県 8 0.13%

山口県 8 0.13%

熊本県 8 0.13%

奈良県 6 0.10%

徳島県 6 0.10%

香川県 6 0.10%

佐賀県 6 0.10%

鹿児島県 6 0.10%

福井県 2 0.03%

長崎県 2 0.03%

6,296 100.00%

デバイス 訪問数 %

デスクトップPC 4,620 65.03%

スマートフォン 2,178 30.66%

タブレットPC 306 4.31%

7,104 100.00%
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b. デバイス別訪問数の変化（対昨年度） 

 

 

 

 

 

 

図 ４-２０ デバイス別訪問数の変化（対昨年度） 

 

利用デバイス別には、デスクトップ PCによるものが多いが、スマートフォン、タブレッ

トへの正式対応をしていることもあり、モバイル機器（スマートフォン＋タブレット PC）

による訪問数が全体の約４割にのぼる。 

 

 

⑤ チャンネル別訪問数 

a. チャンネル別訪問数（今年度） 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 ４-２１ チャンネル別訪問数

 

b. チャンネル別訪問数変化（対昨年度） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 ４-２２ チャンネル別訪問数の変化 

 

サイトにたどり着くルート（チャンネル）としては、検索エンジンが最も多く、直接

URL 入力(QR コード)、他サイトからのリンク経由がこれに次いでいる。直接入力は、

デバイス 訪問数 % 訪問数 % 訪問数 %

デスクトップPC 4,620 65.03% 3,537 62.32% ＋1,083 2.72%

モバイル機器 2,484 34.97% 2,139 37.68% ＋345 -2.72%

7,104 100.00% 5,676 100.00%

今年度 昨年度 増減

チャンネル 訪問数 %

検索エンジン（Google等） 3,730 52.51%

直接URL入力（QRコード） 2,622 36.91%

他サイトからのリンク経由 600 8.45%

SNS経由 152 2.14%

その他（不明） 0 0.00%

7,104 100.00%

チャンネル 訪問数 % 訪問数 % 訪問数 %

検索エンジン（Google等） 3,730 52.51% 3,399 59.88% ＋331 -7.38%

直接URL入力 2,622 36.91% 1734 30.55% ＋888 6.36%

他サイトからのリンク経由 600 8.45% 487 8.58% ＋113 -0.13%

SNS経由 152 2.14% 54 0.95% ＋98 1.19%

その他（不明） 0 0.00% 2 0.04% −2 -0.04%

7,104 100.00% 5,676 100.00%

今年度 昨年度 増減
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県事業の採択団体や、連復等の発行する紙媒体を見た避難者の入力と考えられる。 

全体訪問者数が増えた中、今年度は直接 URL 入力が増えたことから、定例会議など

の機会を活用した、オフラインでの拠点団体への周知が効果を発揮していると考えられ

る。 

 

 

⑥ ページビュー数 TOP10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 ４-２３ ページビュー数 

 

最もページビュー数が多いページは、支援活動の事例紹介、相談会・交流会情報、ト

ップページと続く。特に支援活動の事例紹介は、他のページと比較し、大幅にページビ

ュー数が多いことから、本サイトで最も関心が高いコンテンツであることがわかる。 

 

 

⑦ 新規訪問と再訪問の割合 

 

 

 

 

 

図 ４-２４ 新規訪問と再訪問の割合 

 

新規訪問の割合が多いことから、新規訪問者の進入は順調であることがわかるが、2回

以上の訪問者向けにアピールできる定期的なコンテンツの工夫が必要。 

  

ページタイトル ページビュー %

支援活動の事例紹介 15,576 47.37%

相談会・交流会情報 5,826 17.72%

トップページ 5,390 16.39%

国の避難先・避難元地域の支援施策情報 2,154 6.55%

全国の相談窓口情報 1,586 4.82%

For Foreigners 670 2.04%

専門的な支援先に関する情報 514 1.56%

福島県の現状に関する情報 448 1.36%

被災市町村の復興状況MAP 212 0.64%

お知らせ 158 0.48%

その他 348 1.06%

32,882 100.00%

デバイス ユーザ数 %

新規訪問 4,586 87.82%

再訪問 636 12.18%

5,222 100.00%
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（８）支援施策情報コーナーのリニューアル実施 

東日本大震災･避難者支援情報提供サイト「私たちは今ここに 東日本大震災･避難

者支援情報提供サイト」のコーナーである「国や避難先・避難元地域の支援施策情報

（http://jyoho-shien.org/rss/）」について、避難者の最近のニーズに合わせた、項

目および検索キーワードの見直しを検討、支援施策情報のリニューアルを行った。 

 

1) リニューアル検討の目的 

本コーナーは、平成 28年度末の応急仮設住宅の供与終了に向けて、全国避難自治

体による移住・定住や帰還支援等に関する施策情報を迅速かつ網羅的に収集し、支援

団体と情報共有することが喫緊の課題として設置し、情報提供を行った。 

現在、東日本大震災から 2019年 3月で 8年が経過、全国の各地方自治体での避難

者を対象とした支援施策が減少していること、故郷への帰還もしくは避難先での生活

を検討する上での情報が求められていることから、帰還支援、生活・住宅再建、避難

者の健康支援等の情報を提供するコーナーにリニューアルした。 

 

2) リニューアルの方針 

県外避難者への帰還支援もしくは避難先での生活再建等の判断、そのための相談の

機会に関する情報等、避難者ニーズに合った内容を考慮した。 

現行の「避難先での定住や移住に関する支援情報」に加えて、「帰還支援や生活再

建に関する支援情報」の分野を追加し、3項目を新設し、整理した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 ４-２５ リニューアル方針 

県内外の自治

体が発信する 

支援施策情報 

帰還支援、生活再建に

関する支援情報 

定住や移住に 

関する支援情報 

・帰還・生活再建等支援や就職・教育支援 

・避難者の健康支援(検査･検診) 

・避難者の交流･イベント 

・移住・定住支援 
・公営住宅の募集 
・住宅改修・リフォーム支援 
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図 ４-２６ 「帰還支援・生活再建等の施策情報」コーナーの項目 

 

 

 

図 ４-２７ 「国や避難先・避難元地域の支援施策情報」コーナー（昨年度） 

「帰還支援・生活再建等の施策情報」「移住・定住・帰還支援」
支援内容（項目） 考え方

○移住・定住・帰還支援
(補助・助成等)

自治体による移住・定住支援、県
への帰還支援に関する情報

○移住・定住相談・帰還
相談・イベント

自治体による移住・定住、帰還に
関する相談会やイベント情報

○移住体験
移住・定住を促進するために自治
体で実施する移住体験ツアー等の
イベント情報

○物件情報
（公的賃貸住宅等）

自治体による借上げ住宅や公売
等の情報

○公営住宅の入居募集 自治体による公営住宅の入居募
集情報

○改修・リフォーム 自治体による移住定住者向けの
住宅改修やリフォーム支援情報

◼ 現行 ◼ リニュアール後

支援内容（項目） 考え方

○帰還・生活再建等支援や
就職・教育支援

生活・住宅再建、帰還支援等の情
報、および避難者向けの就労・教育
等の支援情報

○避難者の健康支援
(検査 検診)

東日本大震災被災者・避難者の健
診、および心のケアや心の健康相談
等に関する情報

○避難者の交流 イベント 自治体主催の避難者と地元との交
流会、福島ツアー等のイベント情報

○移住・定住支援 自治体よる移住・定住、UIJターン
向けの支援や相談等の情報

○公営住宅の募集 自治体による公営住宅の入居募集
情報（公売等の物件は除く）

○住宅改修・リフォーム支援 自治体による移住定住者向けの住
宅改修やリフォーム支援情報

新設

新設

新設

移住・定住支援、公営住宅等の募集に関する情報を
RSSで収集・提供していた項目を、今回、個別自治体
での支援・補助事業や取り組みなどを網羅的に検索し、
避難者の生活再建等に資する項目として、項目および
検索キーワードを見直し。
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3) 支援内容（項目）の絞り込みキーワードの検討 

支援内容（項目）および対応する絞り込みキーワード（案）を以下に示す。 

県外避難者に対する生活再建や住宅再建等の再建施策や支援施策は、基本的に福島

県が実施しており、これに加えて、県下の自治体独自の取組みが見られる。 

一方東日本大震災以降、全国各地で甚大な自然災害が発生しており、自ら被災地自

治体として被災者支援等を実施していることから、県外自治体が主体となった支援施

策はほとんど見当たらなかった。 

なお、「移住・定住支援」、「公営住宅の募集」、「住宅改修・リフォーム支援」に関

する情報は避難者にとって重要な情報であるため、引き続き対象とした。 

 

表 ４-３ 東日本大震災以降に発生した大規模自然災害 

発災年月日 自然災害名 被災した主な都道府県 

令和元年10月6日～13日 令和元年台風第19号災害 静岡県、神奈川県、東京都、埼玉

県、群馬県、山梨県、長野県、栃木

県、新潟県、福島県、宮城県、他 

令和元年9月5日～9月10日 令和元年台風第15号災害 千葉県、茨城県、他 

令和元年8月27日～28日 令和元年九州豪雨(九州北

部豪雨) 

佐賀県、福岡県、長崎県 

令和元年6月18日 山形県沖地震 新潟県、山形県; 宮城県、石川県 

平成30年9月14日 平成30年台風第21号災害 大阪府 

平成30年9月6日 北海道胆振東部地震 北海道 

平成30年6月28日～7月8日 西日本豪雨災害 岡山県、広島県、愛媛県、他 

平成30年6月18日 大阪府北部地震 大阪府 

平成29年7月5日～6日 九州北部豪雨災害 福岡県、大分県、他 

平成28年4月14日 熊本地震 熊本県、大分県 

平成27年9月9日～11日 関東・東北豪雨災害 茨城県、栃木県、宮城県、他 

出典： 国土交通省 HP「災害・防災情報」, http://www.mlit.go.jp/saigai/, access 2019.10.15,内閣府 HP 

各年版「防災白書」, http://www.bousai.go.jp/kaigirep/hakusho/index.html, access 2019.10.15, 

元に作成 

 

 

表 ４-４ 「帰還支援・生活再建等の施策情報」コーナーの項目と考え方 

支援内容（項目） 考え方 

帰還・生活再建等支援や就

職・教育支援 
生活・住宅再建、帰還支援等の情報、および避難者向けの就労・

教育等の支援情報 

避難者の健康支援 
(検査･検診) 

東日本大震災被災者・避難者の健診、および心のケアや心の健

康相談等に関する情報 

避難者の交流･イベント 
自治体主催の避難者と地元との交流会、福島ツアー等のイベン

ト情報 

移住・定住支援 自治体よる移住・定住、UIJターン向けの支援や相談等の情報 

公営住宅の募集 自治体による公営住宅の入居募集情報（公売等の物件は除く） 

住宅改修・リフォーム支援 自治体による移住定住者向けの住宅改修やリフォーム支援情報 
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表 ４-５ 支援内容(項目)に対応する絞り込みキーワード 

支援内容（項目） 検索ワード（and、not） 

○ 帰還・生活再建
等支援や就職・

教育支援 

AND 検索

ワード 

(避難 or 被災) and (住宅再建 or 生活再建 or 再建 or 高

速 or 帰還 or 福島 or 就職 or 就労 or 教育) and (補助 

or 支援 or 措置) 

NOT 検索

ワード 

熊本地震 北海道胆振東部地震 大阪府北部地震 豪雨 大雨 採

択 訓練 NPO 事業者 作成 大阪 募集 プロポ インターン 提

案 企画 経営 新卒 

○ 避難者の健康
支援 

(検査･検診) 

AND 検索

ワード 

(甲状腺 or ホールボディカウンター or 心の健康 or 避難

者 or 避難して or 避難されて or 避難した) and (検診 or 

検査 or 相談 or 診断) 

NOT 検索

ワード 

熊本地震 北海道胆振東部地震 大阪府北部地震 豪雨 大雨 採

択 訓練 NPO 事業者 作成 大阪 募集 プロポ インターン 提

案 企画 経営 新卒 DV 暴力 誘導 勧告 情報 違反 

○ 避難者の交流･
イベント 

AND 検索

ワード 

(避難 or 被災) and (交流 or イベント) and (被災地 or 東

日本大震災) 

NOT 検索

ワード 

熊本地震 北海道胆振東部地震 大阪府北部地震 豪雨 大雨 採

択 訓練 NPO 事業者 作成 大阪 募集 プロポ インターン 提

案 企画 経営 新卒 

○ 移住・定住支援 

AND 検索

ワード 

(定住 or 移住 or ターン) and (相談 or 支援 or 開催 or 

フェア) 

NOT 検索

ワード 

熊本地震 北海道胆振東部地震 大阪府北部地震 豪雨 大雨 採

択 NPO 事業者 作成 法人 地域おこし 企業 プロポ インター

ン 提案 企画 経営 新卒 就職 

○ 公営住宅の募
集 

AND 検索

ワード 
(住宅 AND 入居 AND 募集) 

NOT 検索

ワード 

熊本地震 北海道胆振東部地震 大阪府北部地震 豪雨 大雨 採

択 NPO 事業者 作成 法人 地域おこし 企業 プロポ インター

ン 提案 企画 経営 新卒 

○ 住宅改修・リフ
ォーム支援 

AND 検索

ワード 

(定住 or 移住 or ターン or 住宅) and (リフォーム or 改

修) 

NOT 検索

ワード 

熊本地震 北海道胆振東部地震 大阪府北部地震 豪雨 大雨 採

択 NPO 事業者 作成 耐震 地域おこし 開催 プロポ インター

ン 提案 企画 経営 新卒 
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図 ４-２８ 「帰還支援・生活再建等の施策情報」コーナー（リニューアル版） 
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５．会議の開催 

本事業で取り扱う情報に関して、福島県事業の拠点団体を招集して、団体間や関係者間

での情報交換や意見交換、行政からの施策情報の伝達などを行うための会議を開催した。 

 

５．１ 実施方針 

本年度に福島県事業の拠点団体が集まり情報共有や意見交換を行う会議を福島県事業

と連携したものを含め全 3回開催した。このうち 1回目に当たる第 1回定期連絡会議、3

回目に当たる第 2回定期連絡会議は、福島県事業において開催される会議であり、2回目

に当たる「生活再建支援拠点ブロック会議（以降、ブロック会議）」が本事業において開催

した会議である。 

なお、各回のスケジュール及び議事については、復興庁、福島県、ふくしま連携復興セ

ンターとも議論しながら検討した。 

ブロック会議は、各団体同士がより突っ込んだ意見交換ができるよう、基本的には地域

別に 3つの地域ブロックに分けて開催し、避難者の特徴や拠点の課題認識など、状況が類

似している団体でグループ分けを行う分科会形式（3つの地域ブロックに分けて開催）で

実施した。 

 

今年度のブロック会議は、以下の 2点を目的に実施した。 

⚫ 避難者支援にかかる課題の解決に向けた各拠点、復興庁、福島県、ふくしま連携復

興センター、その他関係機関による情報共有・意見交換 

⚫ 現状の避難者の状況とそれに伴う望ましい支援のあり方、拠点事業活動における課

題と対応、将来的な支援の方向性 

 

また、ブロック会議における意見交換を、課題の共有のみならず今後の県外避難者支援

における具体的なアクションにつながる提案を引き出す建設的なディスカッションの場

とするため、各拠点にブロック会議での検討テーマに基づいた事前アンケート調査を行っ

た。このアンケート結果を基に、現状の望ましい支援、拠点事業活動における課題と対応

策、将来的な支援の方向性について、各拠点の置かれた状況も踏まえながら検討を深めた。 

各回の日時、会場、主な議題等は次ページの通りである。 
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表 ５-１ 開催会議の概要（再掲） 
 日時・場所 会場 議題 事務局 備考 

【
福
島
県
事
業
】
第
１
回
定
期
連
絡
会
議 

[1日目] 
令和元年 
5月 30日（木）
13:30～17:00 

コラッセふくしま

4階多目的ホール 
（福島県福島市三
河南町） 

(1)令和元年度事業説明
（復興庁、三菱総合研
究所、福島県、JCN、
ふくしま連携復興セ
ンター） 

(2) その他 

ふ
く
し
ま
連
携
復
興
セ
ン
タ
ー 

－ 
[2日目] 
令和元年 
5月 31日（金）
9：00～12：00 

(1) 基調講演 
(2) 意見交換 

【
復
興
庁
事
業
】
生
活
再
建
支
援
拠
点
ブ
ロ
ッ
ク
会
議 

[東日本ブロッ
ク A] 
令和元年 
11月 8日(金) 
10:30～17:00  

トラストシティカ
ンファレンス・丸
の内 Room1 
（東京都千代田区
丸の内 1-8-1丸の
内トラストタワー
N館 11階） 

(1) 行政（復興庁、福島
県）からの情報提供 

(2) 拠点の事例共有 
(3) 現状の望ましい支援
のあり方、将来的な支
援の方向性に関する
ディスカッション 

(4) 復興大臣・副大臣と
拠点代表者との意見
交換 

三
菱
総
合
研
究
所 

(参加団体拠点
地）北海道、茨
城、栃木、埼玉、
千葉、東京、神
奈川、新潟、静
岡、岐阜 

[東日本ブロッ
ク B] 
令和元年 
11月 14日(木) 
10:30～17:15 

ビジョンセンター

東京八 重洲南 口

703会議室（東京都
中央区八重洲 2-7-
12 ヒューリック京
橋ビル 7階） 

(参加団体拠点
地） 
宮城、山形、群
馬、山梨、石川、
愛知、鳥取、沖
縄（まちなか研
究所わくわく） 

[西日本ブロッ
ク] 
令和元年 
11月 19日(火) 
10:30～17:00 

新大阪丸ビル新館

809会議室（大阪市
東淀川区東中島 1-
18-27） 

（参加団体拠
点地） 

秋田、京都、大
阪、岡山、広島、
愛媛、福岡、宮
崎、沖縄（じゃ
んがら会） 

【
福
島
県
事
業
】
第
２
回
定
期
連
絡
会
議 

令和 2年 
2月 25日（火） 
13:30～17:00 

コラッセふくしま
4階多目的ホール 
（福島県福島市三
河南町） 

(1) 事業説明 
・福島県、ふくしま連携
復興センター 

(2)情報提供 
・ふくしま連携復興セン
ター 

(3)これまでの振り返り：
グループワーク１ 

・事業の振り返りに向け
て 

ふ
く
し
ま
連
携
復
興
セ
ン
タ
ー 

－ 

令和 2年 
2月 26日（水） 
9：00～12：00 

(1)これまでの振り返り：
グループワーク２ 

・交流会をとおして事業
を考える 
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５．２ 議題と実施状況 

（１）福島県事業：第 1回定期連絡会議（令和元年 5月 30－31日） 

 

■議事 

第 1日目 

１．挨拶 

２．令和元年度事業説明 

（復興庁/三菱総合研究所/福島県/JCN/ふくしま連携復興センター） 

３．その他 

 

第 2日目 

１．趣旨説明 

２．基調講演（講師：レスキューストックヤード代表 栗田暢之氏） 

  テーマ「東日本大震災・原子力発電所事故から 10年目を迎える前に、取り残される

人をどう支えるか」 

３．意見交換（ファシリテーター：まちなか研究所わくわく事務局長 宮道喜一氏） 

 （１）質疑応答 

 （２）グループディスカッション 

 （３）全体共有 

４．閉会：挨拶 

 

 

 

復興庁浜田副大臣（当時）の挨拶の後、復興庁・福島県・JCN・ふくしま連携復興セ

ンター・三菱総合研究所から、今年度事業の実施事項について説明があった。復興庁か

らは、復興・創生期間終了後も国が前面に立って復興に取り組んでいく方針であり、年
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内には具体的な組織のあり方が提示されること、生活困窮者自立支援法改正に伴い、子

供の学習支援事業強化が見直されたことなどが報告された。 

復興庁の説明に対する質疑応答では拠点側から、総務省所轄の避難者情報システムの

今後の運用予定や、復興事業の総括の方針、復興創生期間終了後の組織体に関して質問

がなされた。 

 

 

（２）復興庁事業：生活再建支援拠点ブロック会議（令和元年 11月 8、14、19日） 

※各ブロックの会議資料は一部を除き共通 

※東日本 Bブロックのみ、スケジュールの都合上、田中復興大臣と拠点代表者との意見交

換を開会挨拶の直後に実施（横山復興副大臣は意見交換欠席） 

※西日本ブロックのみ、スケジュールの都合上、田中復興大臣はブロック会議欠席 

■議事 

１．開会挨拶 

第一部 情報共有 

２．本事業関連情報の共有（復興庁、福島県） 

３．事例の共有（各拠点） 

第二部 ディスカッション 

４．意見交換テーマの説明 

５．意見交換 

 （１）現状の避難者の状況、それに伴う望ましい支援のあり方 

 （２）拠点事業活動における課題と対応 

 （３）今後の支援の方向性 

６．まとめ 

第三部 復興大臣・副大臣と拠点代表者との意見交換 

８．復興大臣挨拶 

９．拠点団体との意見交換 

 （１）活動概要説明（各拠点） 

 （２）意見交換 

１０．写真撮影 

１１．閉会挨拶 

 

■当日配布資料 

議事次第 

席次表 

出席者名簿 

復興庁 01-1_東日本大震災の復興施策の総括に関するワーキンググループ報告（概要） 

復興庁 01-2_東日本大震災の復興施策の総括 

復興庁 02_「復興・創生期間」後における東日本大震災からの復興の基本方針【骨子案】 

復興庁 03_令和 2年度復興庁概算要求のポイント 
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復興庁 04_「被災者生活支援等施策の推進に関する基本的な方針」に関する施策とりまと

め 

福島県 01_県外避難者心のケア訪問事業について 

MRI01_第二部ディスカッションについて 

MRI02_ブロック会議に関するご意見一覧 

MRI03_テーマ 1現状の避難者の状況 

MRI04_テーマ 3支援の方向性・関係機関への提案 

 

 

 

1) 事前アンケート調査 

 ブロック会議に先立って拠点団体に対して実施した事前アンケートでは、以下の項目に

ついて調査を行い、この結果を踏まえてブロック会議の運営方法を検討した。 

・ ブロック会議で検討するテーマについて（今後の避難者支援の望ましいあり方、支

援対象地域における避難者情報（最も多い年齢層、抱える課題として多いもの）と

それを踏まえた今後の支援活動テーマと具体的な避難者支援策、2021 年度以降の

活動意向、活動を継続する上での課題、関係機関への提案、ブロック会議で共有し

たい好事例、ブロック会議で知りたいこと・聞いてみたいこと） 

・ ブロック会議の運営方法について（ブロック分けの方法、運営方法） 

・ 拠点視察について（視察してみたい拠点とその理由、視察受け入れ可否） 

・ 避難者支援にかかる情報収集について（必要であるが入手しにくい又は入手できな

い情報、「東日本大震災・避難者支援情報提供サイト」における情報発信意向の有

無） 

このほか、拠点視察や関東近郊の拠点団体を復興庁に招いてのヒアリングなどにおいて、

ブロック会議で討議したい事項、ブロック会議をどのような機会ととらえているかなどに

ついて意見を聴取し、プログラム検討の際の参考とした。 
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2) 生活再建支援拠点ブロック会議 

 

a. 実施概要 

 今年度のブロック会議は、昨年度に引き続き討議を中心としたプログラムとしたため、

周囲の人と意見交換のできるワークショップ形式の配置で開催した。特にディスカッショ

ンについては、少人数の参加者同士による密な意見交換を行うため、1 グループあたり 3

～4人の少人数で実施した。 

 復興大臣・副大臣の都合等により、ブロックによってはプログラムの順番に一部変更が

生じたものの、ブロック会議全体のプログラム内容に大きな変更はなく、復興庁・福島県

からの情報提供、拠点からの優良事例の共有、ディスカッション、復興大臣・副大臣との

意見交換を各ブロック会議において実施した。 

 

b. 情報提供（復興庁・福島県） 

 復興庁の開会挨拶の後、行政からの情報提供として、復興庁からは東日本大震災の復興

施策の総括、復興・創生期間後の復興基本方針の骨子案、令和 2年度復興庁概算要求、「被

災者生活支援等施策の推進に関する基本的な方針」に関する施策についての説明があった。 

 出席者からは、今後の相談事業の継続と予算規模、災害救助法の観点への質問等が挙が

った。復興庁担当からは、今後復興基本方針を詰めていく中で相談事業の位置づけや今後

についても検討を進めること、長期避難者における住宅の課題については継続して取り組

んでいくこと、などが説明された。 

 福島県からは、避難者の転居先の避難元行政把握状況、県の避難者支援事業体制及び県

外避難者心のケア訪問事業の実施状況についての説明があった。 

 出席者からは、心のケア訪問事業について、拠点相談事業との棲み分け、今後の対応予

定、対応に苦慮する世帯に対する看護師への協力要請の可否質問等が挙がった。福島県担

当及び日本精神科看護協会担当からは、訪問事業については訪問件数が十分に揃った時点

で事業・エリア間での情報共有を実施すること、避難者間での交流会等を通した情報拡散

なども活用して訪問世帯数を増やすこと、拠点のみでの対応が困難なケースについては看

護師を含めた支援者間で方針検討等協力して進めること、などが説明された。 

 

c. 事例共有（拠点） 

 続いて、各ブロック会議につき 3拠点ずつ、各地域におけるうまくいった事例やこれま

での取組み等についての共有及び質疑応答を行った。事例共有のテーマは下表の通りであ

る。 
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表 ５-２ 事例共有のテーマ 

拠点 会議 テーマ 

茨城拠点 東日本 A 茨城県市町村連絡会議の開催きっかけ、働きかけ、討議

の論点 

千葉拠点 東日本 A 松戸市「ともに生きる会」の活動概要、地域との交流の

きっかけ、工夫 

東京拠点 東日本 A 東京拠点のイベントにおける避難者参加促進の方法、工

夫 

山梨拠点 東日本 B 山梨県の避難者把握の状況、全世帯配布の方法 

愛知拠点 東日本 B 愛知県の各団体の特色を活かした横の繋がり方（東日本

大震災被災者支援ボランティアセンターなごや、外国人

ヘルプライン東海） 

鳥取拠点 東日本 B 鳥取県の各団体の特色を活かした横の繋がり方 

秋田拠点 西日本 秋田県被災者受入支援室の考え方、支援団体との役割分

担 

広島拠点 西日本 広島県庁との連携方法、きっかけ、働きかけのポイント

など 

沖縄拠点 西日本 沖縄県避難者支援ネットワーク事業の概要、ポイントな

ど 

 

 

d. ディスカッション 

 ブロック会議の後半は、第 2部としてディスカッションを行った。ディスカッションで

は、今後の県外避難者支援における具体的なアクションにつながる提案を引き出すことを目的

として、大きく３つのセッションに分けた上、それぞれグループごとの討議の時間と全体共有

の時間を確保した。 

 

テーマ 1：現状の避難者の状況、それに伴う望ましい支援のあり方 

項目 内容 

現状の避難者の状況 それぞれの地域における避難者の状況と課題について、類似点

と相違点について共有する 

望ましい支援のあり

方 

それぞれの地域における避難者の状況と課題を踏まえ、望まし

い支援のあり方について共有する 

 

 

 テーマ 1のディスカッションの中では、現状の避難者の状況、それに伴う望ましい支援

のあり方について、以下のような意見が挙がった。 

⚫ 避難者名簿を見る限り 30-40代の避難者が多い一方で実際に拠点を訪れる相談者は高齢者

が多く、避難者全体のボリュームゾーンと実際の相談対応者の間にズレがある。避難元・

避難先両方のコミュニティからこぼれ落ちている層がいる可能性がある。

⚫ 避難者名簿が避難者の任意登録によるものにすぎないため、実態を反映できていない。 

⚫ 避難者はコミュニティ支援などを必要とする「さびしい人」と生活再建支援・住宅支援等

が必要な「きびしい人」に大別される。特に「きびしい人」については避難者の課題・目

的がはっきりとしているケースが多いため、適切な関係機関へのつなぎが重要になる。 
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⚫ 地域によって母子避難が多い、高齢者が多い、自立的に前に進んでいる避難者が多い、と

いった違いがあるため、それぞれの特性に応じた支援を考える段階に差し掛かっている。 

⚫ 次の大規模災害も見据え、福島からの避難者に限らない避難者支援を行う立て付けの検討

も必要ではないか。 

⚫ 生活困窮者支援制度や関係人口創出につながる支援が必要である。 

⚫ 県外避難者は若い人から高齢者まで幅広いが、避難者の孤立に注意が必要である。親はい

るものの子供が不登校の場合はスクールカウンセラーと繋がりにくいなど、公的機関につ

なげないケースがあり、家庭も受け皿として弱いという状況がある。専門機関につないで

終わるのではなく、アフターフォローも含めて考えていく必要がある。 

⚫ 若い避難者が、悩みや近況を発言・シェアする場を欲しているのかどうかが分からない部

分がある。 

⚫ 元気に避難生活を送っている方がいる一方で生活困窮の方、独居で孤立している方もいる。

支援者が県外避難者の現状や背景などを現地の行政や地域に伝え、理解してもらうことに

苦労しており、震災の風化も懸念される。 

⚫ 避難者自身が動く必要のある ADR の対応、外国人避難者への対応などが課題である。避

難者の一部は全体的に地域から孤立している。これまで 8年間上手くいかなかった人間関

係の再構築には時間を要している。 

⚫ 県や社協からの理解・支援が得られないケース、複数県域を跨ぐケースなどは時間やコス

トが嵩んでおり、つなぎ先で迷うケースも多い。 

⚫ 精神障害を持つケースも多く、課題が個別化している。原発事故という特殊性から、8 年

経ってから課題が顕在化するケースもある。 

⚫ 社会に対するアプローチと個人に対するアプローチは分けて考えるべきではないか。また、

福島県以外の避難者からの相談を受けるかどうかについては立て付けが拠点ごとに異な

るものの、簡単に切り捨てるわけにもいかない。 

⚫ 今後全国で災害が発生する中で、どのようにこの事業の知見を活用し、どうやって震災の

避難者を最後まで支援し続けるのか、体制づくりを検討する必要がある。 

⚫ 広域にわたって見守りを続けるためには、マンパワーが課題になるとはいえ、相談にのる

場での迅速な情報提供や拠点間の交流が必要である。自ら交流会や相談事業に参加しない

避難者の把握については、避難者が転居する度に拠点の持つ避難者情報が更新されるよう

な仕組みが作れないか。 

⚫ 専門家を巻き込むことが重要である。拠点が避難者からの信頼を獲得するには、専門家が

いることと、相談の窓口が用意されていることの二つが揃っていることが理想的である。 

 

テーマ 2：拠点事業活動における課題と対応 

項目 内容 

望ましい支援の実現

に向けた課題 

テーマ 1で挙げた望ましい支援を実現する上での課題を共有す

る（拠点運営上の課題、避難者との関わりにおける課題、避難

先地域との関わり課題、関連機関・団体との関わりにおける課

題、等） 

課題の対応策 上で挙げた各課題に対して、考えられる対応策を検討する 
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テーマ 2のディスカッションの中では、拠点事業活動における課題と対応について、以

下のような意見が挙がった。 

⚫ 「さびしい人」に対しては SNSや電話を通じ、支援者が避難者を発見すること、「きびし

い人」に対してはケースワークの実施がそれぞれ対応として求められるが、被災自治体の

支援に限定される現行の災害救助法では限界がある。 

⚫ 支援の中長期的なビジョン・方向性の不在と避難元・先および国の連携不足、拠点の人材

不足が課題である。 

⚫ 避難先行政の協力を得るために、防災という観点への紐づけも必要である。 

⚫ 拠点運営に関するもの（資金調達、事務所経費、単年度契約）、今の支援の終了以降を見据

えたもの（現行の制度、体制終了後も支援できるような自治体への働きかけ）、人材確保に

関するもの（職員のスキルアップ、人材育成、アウトリーチやフォローに注力できるマン

パワーの確保）、情報共有・連携に関するもの（エリアを越えた情報共通、ノウハウの蓄積

と活用）といった課題がある。 

⚫ 避難生活が上手くいっている人が地域に馴染む一方で、そうでない人は地域から孤立して

おり、専門職の力を投入する必要がある。 

⚫ これからの支援において、何を残し、何を続けるのかという取捨選択が必要な段階になっ

ていること、拠点を運営する中で専門性の需要が高くなってきていること、人材育成に割

くリソースが不足していること、交流会に人が集まりにくくなってきたこと、福祉や児童

といった視点での支援不足や避難先自治体の窓口が直接関係のない部署であったりする

ことといった課題がある。 

⚫ 今後も必要な取組みとしては相談対応、要支援者対応、名簿情報の更新、アウトリーチで

きる仕組み作り、震災記憶の風化対策などが考えられる。 

⚫ 資金面においても拠点運営をつなぎ融資、安い人件費で回さざるを得ないという課題があ

る。 

⚫ 足元の課題としては、地域間の支援の連携や、避難者としての対応を続ける期間の設定、

住宅支援情報を拠点内で整理して的確なアドバイスができるような体制づくり、賠償の認

知・活用促進、支援ははざまにある避難者への対応である。 

⚫ 福島への帰還後の課題としては、帰還した方へのサポート、相談窓口の確保が必要であり、

現状福島県内に相談窓口がないため、帰還後も避難先の拠点が相談対応を行っている。 

⚫ 広域にわたる避難者支援を今後どのような資金・人材・体制で続けていくのかが最大の課

題である。支援の内容が緊急救援から長期的な生活再建支援に移行する中で、そのために

何が必要か考えていく必要があり、それに応じて事業の仕様やデザインも修正していく必

要がある。 

⚫ 事業の大前提となっている災害救助法の見直しも含めて復興庁、行政、民間が連携しなが

ら取り組んでいく必要があり、その際に生活再建支援拠点事業が一つのモデルとなるよう、

検証が必要である。 

⚫ 拠点の課題（人員、財源、場所の確保）や連携の課題（行政、専門家との連携）、地域との

密着、支援者を支援する体制の構築、整備された避難者名簿を前提とした当事者の意向の

再確認などが課題として挙げられる。 
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⚫ アウトリーチ、長期的な支援が課題であり、そのためには専門家のバックアップや具体的

な支援メニューの整理が必要である。 

 

テーマ 3：今後の支援の方向性（テーマ 1・2を踏まえて） 

項目 内容 

今後の重点活動テー

マ 

各拠点が今後の活動で力を入れていきたい重点テーマについて

共有する 

2021年度以降の対応 各拠点の今後の活動意向について共有する 

必要な取組み・制度 今後の避難者支援のために必要な取組み、制度について検討す

る 

 

 

テーマ 3のディスカッションの中では、今後の方向性について、以下のような意見が挙

がった。 

⚫ 避難者と出会う機会やネットワークの拡大による避難者の発掘がどのエリアでも今後の

重点テーマ。避難者が発信側に立っているような、次のステージに進んだ避難者支援のモ

デルについても収集が必要ではないか。 

⚫ 当事者団体間の連携や当事者団体立ち上げ支援などを進めると共に、これまでの活動のア

ーカイブ化と全国の自治体への提案提言も必要ではないか。 

⚫ 今後も起こりうる大規模災害に備えた避難者支援拠点の常設が必要である。また各拠点に

蓄積されたノウハウをもとに支援のパターン・フォーマット整備を進めるべきである。 

⚫ 支援者が共同で避難者を見守っていく災害ケースマネジメントが採用されていくだろう。

避難者がきびしい人、さびしい人、自分で自立再建できる人に分化していく中で、避難者

のリスクを分類するマトリックスを作ることで実態把握をすることが必要ではないか。 

⚫ 避難者の中には孤立を深めている方も多く、そういった避難者の掘り起こしが重要である。

そのためには、自治体から情報をもらうだけではなく、拠点が保有する情報を基に今後の

支援策を考え、避難者からの信頼を得ていくことが必要ではないか。 

⚫ 避難先の資源を避難元の資源に移行していくこと、支援者のミッションを今一度確認する

必要もある。 

⚫ 一番支援が必要な人の把握のための戸別訪問は不可欠である。また支援の拡充には財源の

多様化が必要であり、寄付や他の補助金活用なども考えられる。 

⚫ 震災経験を語り継ぐことのできる人が増えると良い。運営団体の今後については、団体の

目的（中間支援、災害ネットワーク、東日本大震災支援、専門家組織等）によって 2021年

以降の支援継続や次フェーズ検討の判断が変わってくるだろう。被災者支援を目的に立ち

上げた団体については予算が打ち切りになれば団体の継続ができないが、その地の避難者

を切り捨てるわけにはいかないため、対応を考える必要がある。 

⚫ 今後の支援の方向について、避難者個人へのケース対応と行政と連携したケース会議の実

施を目指し、相談対応で培ったノウハウを残すための検討や、避難者サロンなども含めて

地域自治体やまちづくり組織などへのつなぎなどが考えられる。 

⚫ 緊急対応については様々な団体のノウハウが築盛された一方で、復興、生活再建という文

脈からの専門家が日本にはいない。生活支援の専門集団を拠点から育成できないか。 
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⚫ また、地域資源の中にも生活再建の知見を持つ人はいるはずで、避難者を専門家に繋げる

ためには、支援者自身が専門家とつながる必要もある。次の 10 年の支援を検討するため

には、これまでの 10年間を振り返って、出来たこと出来なかったことを検証するべきで、

ふくしま連携復興センターなどから助成が得られないのか。 

⚫ ミッションの見直しのもと拠点が終了を検討する一方で、団体は地域コミュニティの一資

源になっていくことを目指す拠点、支援をしたい人への支援と、これまで取り組めてこな

かった関係機関への情報周知への注力、相談員の資格取得含めたスキルアップ、ネットワ

ークの強化、傾聴を重視して今後も長く支援を続けていくとともに、行政でも災害ケース

マネジメントが注目されている中で、自分たちの知見が防災に活かされるような仕組みの

検討など、各拠点の今後の方向性は様々である。 

⚫ 帰還を悩む避難者への支援を継続するのに加え、福島の被災者以外にも焦点を当てる必要

がある。短期間のボランティアセンターに変わる形での支援拠点など、新たな展開を考え

ていく段階である。次の世代を見据え、関係人口を増やす、といった議論に繋げるために

は、今後の支援の継続と被災者自体のエンパワーメントが求められる。 

⚫ 拠点事業について、相談を待つ事業から、攻めの姿勢へと転換したい。支援メニューが多

くて頼りになること、課題解決専門家チームがいることは信頼につながる。その実現のた

めには、福島県の事業ではなく国の直轄事業にしてはどうか。 

 

e. 意見交換 

 各拠点代表と田中復興大臣および横山復興副大臣との意見交換を行った（東日本 Bブロ

ックは横山復興副大臣欠席、西日本ブロックは田中復興大臣欠席）。拠点団体からそれぞれ

の拠点活動について説明の後、意見交換を行った。 

 

3) 事後アンケート 

 ブロック会議終了後、拠点団体に対して実施した事後アンケートでは、以下の項目につ

いて調査を行い、この結果を踏まえて今後の当事業のあり方について検討した。 

・ ブロック会議のプログラム全体の感想、意見、要望

・ 「ブロック会議での主な意見一覧」を踏まえた追加提案・感想 

・ これまでの活動・ノウハウのアーカイブ化について（これまでの活動を記録に残し

ているか、活動を記録に残すことは必要だと思うか、記録すべき内容と公開・共有

の範囲） 

 

 ブロック会議のプログラム全体の感想として、復興大臣・副大臣をはじめ復興庁・福島

県の担当者と意見交換ができたこと、他拠点の先駆的な事例や次の災害も見据えた取組み

について具体的な話を聞くことができたこと、状況や課題意識が近しい拠点同士で、復興

庁・福島県・連復も交えて少人数のディスカッションができたことについて良かったとい

う意見が聞かれた。 

 一方で、ブロック会議の開催目的を明確にしてほしい、行政からはより具体的な内容に

踏み込んだ資料を提供してほしい、復興庁の事務方担当者とより実務的な意見交換をした

いといった要望も挙げられた。またディスカッションについては、ファシリテーション役
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の不在により議論が発散したこと、途中でグループ変更があるとよかったこと、避難者支

援を巡る課題の類型化と具体的な解決策の方向性を事務レベルで議論する場が必要である

こと、などが課題として挙げられた。 

 

 

 

 

 

（３）福島県事業：第 2回定期連絡会議（令和 2年 2月 25、26日） 

■議事 

第 1日目 

１．開会のあいさつ 

２．事業説明 

・福島県、ふくしま連携復興センター 

３．情報提供 

・ふくしま連携復興センター 

４．これまでの振り返り：グループワーク１ 

・事業の振り返りに向けて 

５．諸連絡、写真撮影 

 

第 2日目 

１．これまでの振り返り：グループワーク２ 

・交流会をとおして事業を考える 

２．閉会のあいさつ 

 

 

○1日目の開催内容 

・ 新型コロナウイルスの影響により、ディスカッションをメインに予定されていた

会議は大幅に変更となり、参加者は事前の体調確認、マスク着用、アルコールに

よる手指の消毒が必須となり、島型の座席配置からスクール型に変更となった。 
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・ 事業説明では、来年度の生活再建支援拠点事業について、福島県避難者支援課か

ら戸別訪問や緊急時の情報収集について説明があった。 

・ 続いて、福島県生活拠点課から応急仮設住宅の供与終了と避難者への住まいに係

る意向確認の状況について説明があった。 

・ また、ふくしま連携復興センターから、平成 31年度の生活再建支援拠点事業にお

ける相談事業の傾向について、情報共有がされた。 

 

○2日目の開催内容 

・ 拠点団体、関係者が各テーブルに分かれて、それぞれの活動を振り返るととも

に、グループディスカッションを実施した。活動の目的の目的を問うというワー

クをとおして、より高次の目的とそのためにやるべきことを共有した。 
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５．３ 実施後の意見整理について 

 本事業で開催した「ブロック会議」において拠点団体より発言された意見、質問について会

議終了後に整理し、下表の通り整理した。 

 

表 ５-３ ブロック会議における主な意見 

分類 意見 

避難者の

把握 

支援の基本情報として避難者情報が必要だが、名簿、システム、県の体制などが機

能せず、ほしい情報が得られない。 

避難者の実態調査を全国統一フォーマットで実施してほしい。 

被災者自らが登録しない限り把握できないような仕組みに問題がある。 

フォーマル、インフォーマル両方のアプローチから名簿を作成できないか。 

支援が必要な人の把握が最も重要で、そのために戸別訪問は不可欠。訪問時にお米

などの物を持って行く工夫もある。戸別訪問は、本来受け入れ先行政と行うべきで

ある。 

名簿上明らかに名前が外国のものでない限り、その被災者が言葉の支援も必要な外

国人か判別できず、出身国についても実際に訪問するまで分からない。 

避難者の中で孤立を深めている方も多く、そのような避難者の掘り起こしが重要。 

避難者がきびしい人、さびしい人、自分で自立再建できる人に分化していく中、避

難者のリスクを分類するマトリックスを作り実態把握をすることが必要。 

関係団体が集まる会議や交流ネットワーク等、各県それぞれの避難者の声を吸い上

げる仕組みが必要。 

役割分

担・連携 

行政との連携と避難者に寄り添った支援が主なテーマ。 

県庁から開催案内告知の協力を得られるようになった。 

避難当事者同士の連携や当事者団体組成活動のバックアップなどを進めたい。 

避難者が帰還してから相談する先が無い。別県に引っ越した際に転居先の拠点に繋

げない。 

心のケア訪問事業と拠点活動で相談している内容について、大きな違いが無い。 

生活再建には専門家を巻き込んだ災害ケースマネジメントの実施が必要。 

アメリカの FEMAのような生活支援の専門集団を拠点から育成できないか。 

福祉や教育といった視点での支援不足や避難先自治体の窓口が直接関係のない部署

であったりすることなどが課題として挙がった。 

体制整備 

誰もが避難者になり得るという状況を踏まえ、各都道府県に避難者支援拠点を常設

することが必要。 

次の災害支援を見据えた拠点の強化・展開を考えていく段階ではないか。 

きびしい人に対してはケースワークになるが、被災自治体の支援しか行えない現行

の災害救助法では難しい。 

一定期間居住したら住民票を異動できるような法律で作れないか。仮の住民票や二

重居住を前提とした住民票などを検討できないか。 

公的サービスを国民がどこでも受けられる仕組みの検討が必要ではないか。 

行政が検証を行う場、災害支援の仕組みづくりをする場に当事者・支援者も参加さ

せてほしい。 

専門家を講師に迎え、精神的な不安を抱える相談者対応に関する研修をしたい。 

拠点運営に関するもの（資金調達、事務所経費、単年度契約）、今の支援の終了以降

を見据えたもの（現行の制度、体制終了後も支援できるような自治体への働きか

け）、人材確保に関するもの（職員のスキルアップ、人材育成、アウトリーチやフォ

ローに注力できるマンパワーの確保）、情報共有・連携に関するもの（エリアを越え

た情報共通、ノウハウの蓄積と活用、広範囲に散っている支援対象者への対応）、風

化に係る情報発信の継続などが課題。 
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ノウハウ

の蓄積・

活用 

拠点の具体的な相談対応と解決のプロセスを事例集化して他の支援者が参照できる

仕組みを検討してほしい。 

事業の位

置づけ 

復興支援員や相談事業との兼ね合い、仕様書通りの事業を行う拠点と仕様書を越え

た内容も行う拠点の差異について、復興庁から情報共有を通じて均一化していって

ほしい。 

広域避難者への支援についても是非明文化し位置づけを整理してほしい。 

自治体の

姿勢 

受入側の県や市町村に主体的にかかわってほしいが、動きが鈍い。もしくは防災・

教育に関心が移っている。 

関係人口

創出 

ふるさととの繋がりが切れていることへの孤立感を解消するための仕組み、関係人

口創出につながる支援が必要。一般市民、避難者向けの総括をして、繋がり続ける

仕組みを作りたい。 

 

 

 ブロック会議の中で頻出した意見をその内容に基づいて分類すると、「避難者の把握」

「役割分担・連携」「体制整備」「ノウハウの蓄積・活用」「事業の位置づけ」「自治体の姿

勢」「関係人口創出」の 7分類となった。 

これらの分類・意見のうち、対応主体が復興庁であり、復興支援施策としての重要度、

支援者側からの需要も高く、本事業で対応可能なものとして「ノウハウの蓄積・活用」に

資する取組みを抽出し、ブロック会議の事後アンケートにおいては前述の通り、ブロック

会議の運営に関する調査に加え、ノウハウの蓄積・活用に関する意向についても調査を行

った。その結果が下表である。 
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表 ５-４ ノウハウの蓄積・アーカイブ化への意向について 

大項目 小項目 回答結果(件) 

ノウハウ

の蓄積に

対する現

状と認識 

これまでの活

動実績やノウ

ハウの記録状

況 

記録している（16） 
記録していない（5） 
どちらともいえない（1） 

ノウハウの蓄

積・アーカイ

ブ化は必要か 

必要である（19） 
不要である（2） 
分からない・無回答（2） 

ノウハウ

の蓄積・

アーカイ

ブ化のあ

るべき姿

について

（ノウハ

ウの蓄

積、アー

カイブ化

が必要と

答えた場

合） 

目的、 
位置づけ 

次の災害に向けた対応、ノウハウの継承、防災、減災(5) 
拠点・支援団体間でのノウハウ、事例共有(4) 
地域での連携先に対し広域避難者の状況を周知(2) 

記録内容 支援団体形成、実施事業、目的、課題等の時系列整理・活動

実態(8) 
各拠点で工夫している事例・ノウハウ(2) 
当事者・担当者の声(3) 
当事者の意識のあり方・変化・課題等(5) 
個々の当事者が置かれた背景・生活再建のデータ化(1) 
ふくしま連携復興センター主体で全拠点の事例集約(1) 
防災教育の観点から捉えなおし(1) 
すべて(1) 

公開範囲 一般公開(4) 
支援・行政関係者(10) 
当事者(5) 
地域自治会・教育機関(1)

公開方法 デジタルアーカイブ化・HPでの公開・SNS発信(7) 
事業報告書・冊子(5) 
関係団体間での共有(1) 

 

 

 上記のように、拠点団体の大半はこれまでの団体活動実績やノウハウなどの記録を残し

ており、これらの取組みについての必要性も感じている。 

 一方で、ノウハウの蓄積・アーカイブの目的として多く挙げられている、「次の災害に向

けた対応、ノウハウの継承、防災、減災」「拠点・支援団体間でのノウハウ、事例共有」に

資するような形で、各拠点が蓄積した情報を体系的に整理・分析するまでには至っていな

いのが現状である。 

 今後東日本大震災における復興・被災者支援のアーカイブを検討するにあたり、アーカ

イブの目的を明確にした上で、今後の東日本大震災避難者支援に加え、将来の大規模災害

発生後に必要な被災者支援においても有用であるような形式で、現状各拠点が個々に蓄積

している膨大な情報の抽出、フォーマットを整備することが求められる。 
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６．改善提案の実施 

 

６．１ 視察を通じて得られた事項 

福島県における避難指示の解除が進み、帰還や定住が徐々に進む動きがあるなか、今回は

福島県内で子どもの心のケアを支援する取組みを最初の視察先とした。また、福島県との繋

がりを大切に考える避難者が参加する交流会など、拠点団体の取組みも視察した。 

視察先を選定する際は、これまで訪問できていなかった拠点とし、地域ごとの課題、交流

会の様子を拝見し、取材が許可されたものについては、視察時に、支援情報提供サイトの取

材クルーによる取材を行い、県外避難者の支援団体が参照できるよう、ウェブサイトでその

概要、支援者・避難者への取材動画を公開した。 

視察した拠点は、下表の通りである。 

 

表 ６-１ 視察した拠点活動等 

日時 地域 拠点団体名・イベント名 参加者数 

令和元年 
7月 28日（日） 

福島県 
福島県保健福祉部こども未来局、福島こども支援セ

ンター（特定非営利活動法人ビーンズふくしま） 
「誰もができるこどもの心の応急手当て」 

約 40名 

8月 3日（土） 神奈川県 
特定非営利活動法人かながわ避難者と共にあゆむ会

「交流会」 
約 15名 

9月 4日（水） 東京都 
東日本大震災支援全国ネットワーク 
福島県県外避難者支援業務関係者会議第 1回 

約 25名 

9月 20日（金）、 
21日（土） 

広島県 ひろしま避難者の会アスチカ「交流会」 約 15名 

10月 24日（木） 東京都 
東日本大震災支援全国ネットワーク 
福島県県外避難者支援業務関係者会議第 2回 

約 25名 

11月 9日（土） 東京都 
特定非営利活動法人医療ネットワーク支援センター 
「生け花教室」 

約 40名 

11月 15日（金） 埼玉県 
特定非営利活動法人埼玉広域避難者支援センター 
「福玉相談センター」 

― 
(希望者の
み) 

11月 20日（水） 京都府 
特定非営利活動法人和 
「和キッチン」 

― 
(希望者の
み) 

11月 24日（日） 山梨県 
東日本大震災・山梨県内避難者と支援者を結ぶ会 
「フレンチブルドッグの会」 

約 15名 

12月 15日（日） 鳥取県 
とっとり震災支援連絡協議会 
「クリスマス交流会」 

約 40名 
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福島県内の視察では、特定非営利活動法人ビーンズふくしまが事務局を務める福島こども

支援センターが県と共催した「子どもの心理的応急処置」の勉強会に参加した。特定非営利

活動法人ビーンズふくしまは、平成 11 年から不登校の子どもの支援を続けており、震災後

は県の委託を受けて、県内在住の子どもと家庭の状況や支援ニーズの把握、それらに関する

勉強会、情報発信などの支援を行ってきた。 

今回、NGO セーブ・ザ・チルドレンが開発した、人道的援助初動のニーズ調査を行う際

の子どもに対する声かけ時の留意事項や年齢段階別の子どもの特徴などを学ぶプログラム

が勉強会に提供され、県内で子どもの支援を行っている養護教諭やスクールカウンセラー、

病院、養護施設の職員などが参加した。 

この勉強会の目的は、緊急時の子どもへの接し方や SOS のつかみ方、子どもやその親に

身近な存在として信頼されるための姿勢などを参加者に伝えることである。講義やグループ

ワーク、ロールプレイなど 1日のプログラムを通して、参加者からは、生活再建に奔走する

親に甘えることができずストレスを抱え問題行動のある子どもが多かったこと、支援の事前

準備として被災地の状況や利用できる資源の把握を行っておくことの重要さについて共感

の声が上がった。 

この視察を通して、参加者が指摘した、事前準備（＝情報の詳細把握）の重要さに加え、

避難や災害を体験した人への接し方として、本人の様子や周囲を冷静に「見る」こと、目線

を合わせて話を丁寧に「聴く」こと、その人やその周りの支援者の力を発揮させるために具

体的な資源に「つなぐ」ことの大切を実感した。また、参加者の話からこのような支援側の

配慮が家族の生活を安定させる後押ししていると感じた。 

 

 

 

 

神奈川県、広島県の交流会は、拠点団体が相談事業で借りている施設での開催であった。

いずれも 40 代から 70 代の方の参加が多かったが、神奈川県の拠点団体である特定非営利

活動法人かながわ避難者と共にあゆむ会では、登録会員は高齢者が多く、首都圏で転居を続

ける人もいて、個人情報に配慮しながら移動後のフォローをどう行うことが望ましいか知り

たいとの意見があった。他の拠点団体の取組みとして、西日本の団体や関東の他の団体が隣
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接する拠点との情報共有を行っていることを伝えたが、その際個人情報に係る事項について

は本人の明確な了承を得ているという留意事項も共有した。 

かながわ避難者と共にあゆむ会は、2015 年に神奈川県に避難した避難者のコミュニティ

形成支援を行ったことを機に、避難者と支援団体や専門家を繋ぐなどの支援を行っている。

福島への帰郷イベントや神奈川県内を散歩して地域を知ってもらう「散歩カフェ」など、多

くのイベントを通して、多くの交流を生み、情報提供を行っている。 

交流会に参加されていた方の話では、顔を合わせるうちに知り合いになり、イベントがあ

るときは声をかけあって参加するとのことで、このような繋がりや機会が避難先での暮らし

の生きがい創出になっていることがうかがえた。 

広島県の拠点団体であるひろしま避難者の会アスチカは、2012年 10月に設立された当事

者から成る団体で、会員同士の交流に留まらず、近隣住民を招いた料理教室や音楽や生け花

のイベント、野菜の頒布会なども行っている。 

交流会では、料理や音楽を楽しみながら、和気あいあいとそれぞれの近況を共有しあう姿

や、近所の方が気軽に出入りする様子を見て、拠点の活動が地域に馴染んでいること、その

ための工夫や配慮を団体側が尽くしていることがわかった。 

アスチカの 2019年の会員数は、岩手、宮城、福島、関東から避難している 103世帯 335

名である。広島県庁が把握している避難者世帯 127世帯に向け、県庁を経由して情報誌「ア

スチカとぴっくす」を毎月配布しているほか、2年前から市の社会福祉協議会と広島県内の

避難世帯への戸別訪問を進めており、6割の訪問を終えている。 

戸別訪問では支援ニーズを聞き取り、詳細に整理するほか、必要に応じて他の支援機関に

繋ぐ際の個人情報の提供に関する承諾書を得て、確実な支援継続に繋げるための書類整備、

管理体制の構築を行っている。 

近年、広島県を含め近隣では豪雨による土砂災害があったが、その際アスチカは自分たち

の経験を活かし、地域が必要としている資源の提供や支援を行った。このような取組みを通

して行政や地域住民からの信頼を得ていることがうかがえる。 
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東京都の拠点団体である特定非営利活動法人医療ネットワーク支援センターの交流

会では、復興庁「心の復興」事業の一環で行われた生け花教室の回を視察した。日本

庭園にある建物の一部屋を借り、講師の教え子や東京近郊に避難している人 40 名ほ

どが集まり、近くの席の人と話しながら講師の教えに沿って花材を活けていくと、個

性様々な作品ができあがった。 

参加者の年代は 20代から 70代程度と幅広く、女性が多めではあったが、男性の参

加も複数あった。初めて参加したという、当初緊張気味な親子連れも笑顔で楽しんで

おり、交流会の参加はハードルが高くても、作品を作るなどのイベントには参加しや

すい様子がうかがえた。 

この視察は、ブロック会議の後に行われ、他の拠点団体からも希望者が視察に参加

し、その盛況ぶりを確認した。その後の意見交換では、交流会の状況や今後の取組み

に向けてビジョンを共有できる団体との横の繋がりの重要性について話があった。 

医療ネットワーク支援センターは、2002年 6月に設立され、医療情報に関する研究

事業や健康づくりに関する情報発信を主に行ってきた団体である。東日本大震災を機

に復興支援プロジェクトを立ち上げ、東京近郊に避難してきた方々を対象に心とから

だの健康に関するイベントを開催したことをきっかけとして、支援活動を継続してい

る。 

東京を中心とした首都圏への避難者は高齢者が多いが、医療ネットワーク支援セン

ターに関わる避難者は、元気な方が多く、支援活動の運営側として活躍している人も

多い。交流会は 58回目を迎え、音楽活動をしている避難者や都内の大学生などがプロ

グラムを運営し、毎回盛会となっている。 

 

 

 

 

埼玉県と京都府の拠点団体の視察は、それぞれブロック会議の後に他の拠点団体の希

望者と一緒に伺った。 

埼玉県の拠点団体・福玉相談センターは特定非営利活動法人埼玉広域避難者支援セン

ターが受託団体として運営を行っている。埼玉広域避難者支援センター（福玉支援セン
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ター）は 2015年 12月に設立され、相談拠点事業の運営に加え、避難者向け情報誌「福

玉便り」の発行や埼玉県内の官民協働連絡会議「福玉会議」の開催、他の支援団体・当

事者団体への中間支援、交流会・親睦会の開催、避難者支援に関わる調査・提言を行っ

ている。 

視察の際には、埼玉広域避難者支援センターの活動について詳細な説明を受けた。埼

玉拠点では避難者を「厳しい状況に置かれている避難者」「寂しい状況に置かれている避

難者」に類型化しており、前者には埼玉県をはじめとした市町村の支援体制との連携と

繋ぎを充実させること、後者には避難者の情報共有、個別の避難者に対する細やかな支

援を充実させることで、それぞれ対応していることが分かった。 

一方で、官民協働で支援活動を実施する際の責任の所在が曖昧になることや、生活再

建支援拠点と福島県復興支援員との間の連携不足など、県内の避難者支援体制には課題

が多く、支援団体・行政の横串を通すような仕組みが現場からは必要とされていること

が分かった。 

京都府の拠点団体特定非営利活動法人和は、前身の NPO 法人が保育事業を行ってお

り、震災後すぐに宮城県での子育て支援活動を開始し、2011年 6月からは京都府内に避

難してきた人々への支援を開始。言葉を気にせず寄れる居場所が欲しいという避難者の

ニーズを受け、その年に「福興サロン和～Nagomi～」を開設し、相談事業を開始した。 

視察の際、印象に残ったのは、当初からの京都府の協力と拠点団体のニーズに寄り添

った細やかな支援の姿勢である。視察時には、京都府から危機管理部原子力防災課の担

当者も同席し、和が課の担当とも情報共有を密にしており、担当者が代わっても和がフ

ォローすることで情報の引継ぎができ、避難者への情報提供も継続してできていること

が共有された。府知事のリーダーシップもあり、受け入れの機運、体制が早くから整っ

たことで、スムーズな支援に繋がったことがわかった。 

「福興サロン和～Nagomi～」には、レストランが併設されており、これを活用した食

事会も行われている。男性が集まりやすい飲み会や女性が雑談しやすいカフェなど、複

数のイベント食事会が開催されており、「支援」が表に出ていない点が、集まりやすさに

つながっていると感じた。 

山梨県の拠点団体東日本大震災・山梨県内避難者と支援者を結ぶ会は、東日本大震災

を機に山梨県へ避難した人々を支援するために、山梨福島県人会、山梨県キャリアコン

サルティング協会、フードバンク山梨、バーチャル工房やまなし、やまなしライフサポ

ートなどの生活相談、就労支援を以前から行っていた民間団体を中心に 2011 年設立さ

れた。 

当初から、臨床心理士を招いたサポーター養成講座を開設し、個々人のニーズに寄り

添うための支援体制を強化するとともに、食事会や餅つき大会、他の地域で支援活動を

行っている団体との合同交流会など、多様な交流支援を行っている。 

そのうちの一つが「フレンチブルドッグの会」で、地元の洋食店が結ぶ会の活動を知

って協力、支援を申し出、中央労働金庫の広域避難者地域活動サポート助成制度なども

活用しながら 2015年から続けられている食事会で、今年度で 50回目を迎えた。 

視察では、家の事情で母子のみでの避難となりながらも、多くの苦労を乗り越え、山

梨で生活を再建した家族、夫婦で避難元と山梨を往復しながら、避難元のコミュニティ
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ともつながっている家族、山梨での就職が決まった若者から話を聞くことができた。 

その中で、避難元の情報は継続して取得したい意向があること、またその際の情報が

信頼できるかが重要であることがわかった。また、運営側にも避難してきた方が参加す

ることによって、交流会にも参加しやすい環境ができていることもわかった。 

鳥取県の視察では、とっとり震災支援連絡協議会が開催したクリスマス会に参加した。

とっとり震災支援連絡協議会は、東日本大震災直後に東北県人会が発足し、5 月から避

難者の把握、住居や物資の確保など、受け入れ態勢が整備されたことをきっかけに、2012

年 3 月に設立された団体で、2012 年より鳥取県からの委託で避難者支援を行ってきた。 

現在は生活再建支援拠点事業も受託しており、他の NPO や社会福祉協議会などとの

連携により支援を強化している。 

クリスマス会には、鳥取県や島根県に避難している人が参加され、大学生も会を盛り

上げていた。地域で音楽活動をしているミュージシャンによるクリスマスライブや参加

した子どもたちによるケーキデコレーションによって、子ども達やその家族の笑顔が多

くみられた。 

視察では、当初鳥取では乳幼児を連れた自主避難の家族が多かったため、子どもたち

を楽しませるためのクリスマス会を 2011 年に県人会として始めたことをきっかけにク

リスマス会が継続していること、大学を含め若い世代の支援が得られていること、鳥取

では 2016年に鳥取中部地震があり、近年の豪雨被害もあったため、長年支援を継続して

いる協議会に対して県から期待されていることなどを聞くことができた。 

また、東日本大震災支援全国ネットワークが事務局を務める、2 回の福島県県外避難

者支援業務関係者会議は、避難が長期化する中で、改めて各地の実情を把握し、体制強

化を図ることを目的に、全国を 20ブロックに分け、各都道府県の支援状況の共有や地域

の体制強化の方向性について検討するものである。参加者は、地域巡回員とされる一部

の拠点団体と東日本大震災支援全国ネットワークが中心となっている。 

この会議では、都道府県との関係構築時の配慮や工夫が共有されるとともに、移動を

重ねる避難者を支援する際のポイントや東日本大震災以後、各地で起こる災害からの復

旧、復興支援での対応などが共有された。 

 

 

  



101 

６．２ 提案 

現場が抱える課題、問題点も年を経るごとに変化している。5年前の拠点団体の課題認

識では、避難先での支援体制をどのように構築するか、また避難者が必要としている情報

をどう得るか、開催する交流会への参加促進をどう行い、満足度を上げるためにはどうす

るかなどが挙げられていた。 

今年度は、11月に復興庁の存続が 10年延長されることが決定し、福島県の復興や被災

者の見守りや心のケア、コミュニティの形成などが引き続き重点的に継続されることが判

明したことを受け、拠点団体の支援事業の継続も見込まれるなか、昨年度まで挙げられて

いた、先行きの見えない支援活動の位置づけ、予算や人員の確保などは、引き続き課題と

してはあるものの、最も重要な課題として位置づけられなくなった。 

今回、視察やブロック会議での意見交換の結果を踏まえ整理した改善提案事項は以下の

とおりである。これらの実現については、次年度以降の事業の中で改めてその実現方策を

検討することが望ましい。 

 

⚫ 拠点活動の振り返りとノウハウの標準化 

長年の生活再建支援拠点事業の経験が、次の時代にも、世界に向けても一つのモデルと

なるよう、時系列にどのような事項があり、どのように対応してきたか振り返ることが必

要である。その結果どのようなことが起きたのかを検証の上、記録に残しておくべき事項

の抽出と、そのノウハウの標準化を検討することが望ましい。 

ノウハウの標準化では、個人情報の取り扱いに関する一連のルール作り、各種書類のひ

な形の整備、相談事業での姿勢や配慮事項など、ポイントと思われる事項を各拠点の協力・

連携のもと、これまでの知見や経験を踏まえて取りまとめることが望ましい。 

 

⚫ 避難者の現状と支援事業に関する情報発信の強化 

経年や昨今の豪雨や台風による自然災害の頻発により、東日本大震災の被災者支援の必

要性や被災者の状況などが、世間一般には遠いことのように思われる雰囲気があるという

指摘があった。 

拠点団体が活動を継続する上で、未曾有の広域避難の状況や支援の必要性について周知

することは、避難者の今後の生活安定化に向けても、支援側の活動のしやすさの点におい

ても必須の事項である。 

当事業で構築した情報提供サイトでの情報発信とサイト自体の一層の周知拡大は言う

までもなく、啓発イベントなども含め、今後の災害支援に今までの知見を活かすような情

報発信をすることが望ましい。 

また、これらは避難先の自治体も巻き込んだものとしつつ、防災の取組みと一緒にする

ことで、これまで拠点団体から指摘されていた「地域間の支援の格差」が生じない方向を

示すことが重要である。 

なお、これらの情報発信の強化のためには、後述するアーカイブと並行して、情報提供

サイトの認知度向上を図る必要がある。拠点団体の方々には、これまで動画取材を受け入

れていただいたこともあり、周知はされているが、その先の避難者の方、また広く一般に
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は十分な告知をしているとは言えない。よって、既存の復興庁 SNS での情報発信やチラ

シの作成と交流会等での配布のほか、ブロック会議開催前のニュースリリース、当日の取

材時などにサイトを紹介し、取材対象としてもらうような取り組みを検討することが必要

となる。 

 

⚫ 「さびしい人、きびしい人」を支える仕組みの確立 

近年の相談事業では、精神疾患や生活困窮、家族問題などの複合課題を抱えた人からの

相談が多いとの指摘があった。傾聴し、支援メニューを提示しても、生活環境の改善に向

けた行動には繋がらず、支援側も疲れやむなしさを感じることもあるという。 

昨年度から、福島県からの委託により、日本精神科看護協会を中心に、県外避難者に対

して心のケア訪問が始まり、拠点団体や地域の社会福祉協議会との情報共有によって戸別

訪問が続けられている。 

専門家を中心とした情報把握、トリアージのような支援の初期判断は非常に価値がある

との意見もあった。既存の制度に加え、きめ細やかなニーズ把握のための体制整備は、個々

の団体の努力のみによって進められるのではなく、復興庁や福島県などのリーダーシップ

の下、避難先及び避難元自治体等支援団体を含めた各機関全体で検討されることが求めら

れる。 
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７．その他 

 避難先の自治体等と連携して対処している支援事例や拠点団体が工夫している事項な

どについて、個別にヒアリングを行い、拠点団体の協力を得てブロック会議にて、情報提

供としてフィードバックを行った。 

また、ブロック会議の内容を検討する上で、現在積み残している課題や今後の持続性あ

る支援活動に向けた課題について、複数の拠点に対してヒアリングを行い、今後の活動継

続上の課題を整理した。 

 

７．１ 拠点団体における活動上の工夫 

5章で既述の通り、ブロック会議において複数の拠点団体から事例共有という形式で支

援の事例や活動上の取組みについて情報提供を行った。会議における事例共有をテーマ別

に整理すると以下の通りとなる。 

 

表 ７-１ 拠点団体 事例共有の整理（テーマ別） 

拠点 テーマ 

千葉拠点、東京拠点 県外避難当事者支援（団体組成・イベント企画支援等） 

山梨拠点、愛知拠点 （主に）支援者・支援団体間の連携取組み 

秋田拠点、広島拠点 

沖縄拠点 

（主に）行政・社協との連携取組み 

鳥取拠点 平時からの連携体制構築、災害復興ケースマネジメント 

 

拠点・地域によって避難者の置かれている状況、抱えている課題が様々であることから、

それぞれの拠点が地域の課題やリソースを踏まえた取組みを行っている。 

福島県からの避難者の数が比較的多く、避難先での定住を決めた避難者も多い千葉・東

京拠点などでは、当事者団体の立ち上げ・運営支援やイベント企画支援など、避難者の自

立や避難先市民との交流を促すような支援の重要性が高まっている。そのため、避難者が

活動の主体となり、拠点団体やその他支援団体がその活動を支援するような体制での取組

みが進んでいる。 

一方で、多くの拠点では生活やコミュニティ面で深刻な課題を抱える避難者が所管地区

内に多く存在している。 

山梨拠点では県内でリーチ可能な避難者に対してアンケートを実施し、平成 30年 2月

の時点で 4 割近くの避難者が交流支援や各種生活支援に対して必要性を感じていること

を明らかにしている。その結果を踏まえ、山梨拠点では民間 17 の支援団体やパーソナル

サポーター、自治体と連携しての日常の相談対応を実施している。 

類似の取組みは他の拠点でも行われており、愛知拠点では外国人や障害者がいるなどの

世帯の見守りにおける支援団体間の連携、秋田・広島拠点では県と連携しての訪問事業や

研修会の実施、沖縄拠点では行政、社協、民生・児童委員、各種専門家による避難者支援

ネットワーク実施体制による包括的な支援の取組みなどがそれぞれ行われている。 

また、鳥取県中部地震をきっかけに、東日本大震災前から行政と支援団体の連携体制が
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出来ていた鳥取県においては、次の大災害も見据えて災害復興ケースマネジメントの実施

が条例化され、NPO や行政、地域、支援団体、企業などが平時からケース会議や各専門

分野での啓発活動などで連携していく取組みが進められている。 

 

 

７．２ 拠点団体における今後の活動継続上の課題 

ブロック会議の企画検討に際し、複数の拠点団体から拠点活動継続上の課題について聞

き取りを行った。主な論点は以下の通りである。 

拠点団体の在り方 

⚫ 全国に避難するような災害は、初めてのことであり、各拠点団体は手探りの中で支

援を始めた。南海トラフ地震など、他の地域でも同様のリスクはあるので、避難の

支援で培った経験を活かすためにも、広域避難への支援を制度として発展させるこ

とが必要。 

⚫ そのための体制として、基本的な支援メニューと、災害の規模に応じてコンテンツ

を変えるような 2段構えにできないか。 

⚫ 発災時と今とでは、避難者が必要とする支援内容も支援体制も異なる。時系列に整

理することも必要。 

⚫ 避難者への支援は、全国的に差がつかないようにすべきではないか。地域差がある

ものもあるかもしれないが、支援の在り方としてどうするかの方向性は統一するべ

きではないか。 

体制整備 

⚫ 拠点団体は、中間支援団体や災害対策・支援団体、当事者団体など、成り立ちが異

なる。そのため、行政の担当課や他の支援組織との連携の仕方も異なり、個別に関

係構築に尽力している。地域の資源としてどのようなものがあり、支援が必要なケ

ース別に連携先とすぐに繋がることができるような情報共有が必要。 

支援の範囲 

⚫ 当初あった自助組織やコミュニティは、発展的に解散する動きが出ている。避難者

同士の繋がりがなくなり、拠点団体が行う交流会は、唯一の交流の機会であると評

価されているが、担当する圏域が複数の県に跨っていたり、広大であったり、離島

なども多い地域であると、公平に交流会の機会を持つことは人員的にも予算的にも

難しい。 

避難者の把握 

⚫ 避難者の名簿は自治体が管理しているケースが多いが、担当者が代わると継続支援

が必要な人が名簿から漏れることもある。緊急時の個人情報の取り扱いについては

一定の規則が明記されているが、時間を経た後も継続的な支援が必要なケースでは、

本人からの削除要請がなければ支援対象として掲載しておくなど、共通のルール作

りが必要ではないか。 
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８．まとめ 

一部再掲の箇所もあるが、本事業を通じて得られた知見等を基に、今後の県外避難者支

援に関する課題を以下の通りまとめた。 

 

８．１ 本事業による情報提供について 

拠点団体の多くは、これまでの経験や独自の地域ネットワークから、情報収集能力は高

く、これまで情報提供サイトが求められていた機能は不要となっている部分もある。その

一方で、他の団体が行っている支援活動を横目で見ることやこれまでのノウハウの蓄積と

閲覧のニーズが高まっており、今後の情報提供サイトは、このような方向で整備され、ア

ーカイブとして残されることが期待される。 

 

８．２ 本事業における会議開催について 

本年度のブロック会議においては、現状の望ましい支援のあり方、将来的な支援の方向

性に関する意見交換を行い、今後の支援に向けて必要な取組み・制度についての具体的な

提案にまで至った部分もあった。 

今回はエリアや課題意識が近しい拠点同士でディスカッションを行ったこともあり、事

後アンケートの結果などからは拠点団体からもディスカッションによるテーマの深堀に

ついて、一定の成果を得られたと評価する声も聞かれた。 

また、今後より具体的な取組みを出口として見据えた上での検討や拠点事業のこれまで

の振り返りと次代に残すべき事項、といった切り口での議論を深めたいという声も挙がっ

ており、次年度以降は、県事業研修との役割分担に留意しつつ、ブロック会議の場で拠点

事業のアーカイブ化や残課題の整理及び解決策の検討を行うことで、より具体的な提案を

導出することが望ましい。 

 

８．３ 復興 10年目を迎える次年度に向けて 

ブロック会議後のアンケートでも確認したが、ノウハウの蓄積・活用に関しては、

拠点団体の大半が、これまでの団体活動実績やノウハウなどの記録を残しており、こ

れらの取組みについての重要性も感じている。 

その一方、ノウハウの蓄積・アーカイブの目的として多く挙げられている、「次の災

害に向けた対応、ノウハウの継承、防災、減災」、「拠点・支援団体間でのノウハウ、

事例共有」に資するような形で、各拠点が蓄積した情報を体系的に整理・分析するま

でには至っていないことがわかった。 

今後、東日本大震災における復興・被災者支援のアーカイブを検討するにあたり、

アーカイブの目的や対象、その最も適した方法を明確にした上で、東日本大震災の避

難者支援に加え、今後起こり得る大規模災害に際しての支援においても有用であるよ

うな形式で、現状各拠点が個々に蓄積している貴重かつ膨大な情報を整理の上、わか

りやすい方法で提供していく必要がある。  
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９．参考資料 
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支援情報提供サイトのデータベースに登録した支援施策情報の一覧 
 
平成 31年 4月 1日～令和 2年 2月 29日実績 

日付 名称 自治体名称 分類 

平成31年4月1日 ［お知らせ］市営住宅の入居者

募集について 

富山県砺波市 05_公営住宅の募集 

平成31年4月1日 猿払村営住宅の入居者募集のお

知らせ 

北海道猿払村 05_公営住宅の募集 

平成31年4月1日 現在の空き室状況 宮崎県えびの市 05_公営住宅の募集 

平成31年4月1日 市営住宅入居者の募集について 北海道赤平市 05_公営住宅の募集 

平成31年4月1日 市営住宅入居者を募集します 長崎県南島原市 05_公営住宅の募集 

平成31年4月1日 市営住宅入居者募集 岩手県久慈市 05_公営住宅の募集 

平成31年4月1日 市営住宅入居者募集 北海道歌志内市 05_公営住宅の募集 

平成31年4月1日 町営住宅の入居者を募集します

｜くらし･手続き｜北海道弟子屈

町 

北海道弟子屈町 05_公営住宅の募集 

平成31年4月1日 町営住宅等の入居者募集につい

て 

鳥取県琴浦町 05_公営住宅の募集 

平成31年4月1日 町営住宅入居者募集 長野県富士見町 05_公営住宅の募集 

平成31年4月1日 定住･移住支援制度を紹介しま

す。 

宮崎県川南町 04_移住・定住支援 

平成31年4月1日 定住促進通勤支援補助金を募集

します。 

長崎県島原市 04_移住・定住支援 

平成31年4月1日 空き家の活用や解体･子育て世帯

の定住を支援する補助制度につ

いて 

北海道伊達市 04_移住・定住支援 

平成31年4月1日 空き家改修等補助金 北海道伊達市 06_住宅改修・リフォ

ーム支援 

平成31年4月1日 福島県避難市町村家賃等支援事

業について 

福島県浪江町 01_帰還・生活再建等

支援や就職・教育支援 

平成31年4月1日 心の健康相談のお知らせ（4月） 大分県津久見市 02_避難者の健康支援

（検査･検診） 

平成31年4月1日 ◇避難している児童･生徒のため

福島県から派遣されている2名の

教員の活動を紹介しています。 

新潟県 02_避難者の健康支援

（検査･検診） 

平成31年4月1日 平成31年度「移住支援制度」の

申請受付を開始します ! 

佐賀県伊万里市 04_移住・定住支援 

平成31年4月1日 移住者住宅取得支援金について 宮崎県えびの市 04_移住・定住支援 

平成31年4月1日 山辺町移住支援事業について 山形県山辺町 04_移住・定住支援 

平成31年4月1日 岩手県移住支援事業について 岩手県 04_移住・定住支援 

平成31年4月1日 来て 観て 住んで事業【令和2年

3月31日事業終了】 

徳島県吉野川市 04_移住・定住支援 

平成31年4月1日 西条市移住者住宅改修支援事業 愛媛県西条市 04_移住・定住支援、

06_住宅改修・リフォ

ーム支援 

平成31年4月1日 愛知県移住支援事業（移住支援

金の支給）について 

愛知県 04_移住・定住支援 
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平成31年4月1日 大型連休中のU･Iターン特別相談

会を実施します ! 

福岡県北九州市 04_移住・定住支援 

平成31年4月1日 【福島への交通費をお得に !】

ふくしま移住希望者支援交通費

補助金 

福島県 04_移住・定住支援 

平成31年4月1日 起業支援金のお知らせ [地域産

業課 4月1日] 

青森県 04_移住・定住支援 

平成31年4月1日 おいらせ町定住促進等に関する

連携協定について 

青森県おいらせ町 04_移住・定住支援 

平成31年4月1日 2019（平成31）年度 高知市三世

代同居等Uターン支援事業 

高知県高知市 04_移住・定住支援 

平成31年4月1日 定住･子育て支援 鹿児島県垂水市 04_移住・定住支援 

平成31年4月1日 町営住宅（天皇）の入居者募集

（5月10日入居予定） 

京都府宇治田原町 05_公営住宅の募集 

平成31年4月1日 4月26日締め切り～コーポうしお

台市営住宅の新規入居者を募集

します 

佐賀県唐津市 05_公営住宅の募集 

平成31年4月1日 市営住宅入居者募集（4月分） 兵庫県養父市 05_公営住宅の募集 

平成31年4月1日 平成31（2019）年度呉市営住宅

入居募集案内 

広島県呉市 05_公営住宅の募集 

平成31年4月1日 市営住宅の入居者を募集します

【平成31年4月常時公募】（都市

整備局住宅政策課） 

広島県広島市 05_公営住宅の募集 

平成31年4月1日 町営住宅の入居者募集（新中組･

麓第1）町営住宅の入居者募集に

ついて 

愛媛県内子町 05_公営住宅の募集 

平成31年4月1日 公営住宅の入居者を募集します

【募集期間:4月1日（月曜日）～

4月15日（月曜日）まで】 

新潟県燕市 05_公営住宅の募集 

平成31年4月1日 市営住宅入居者募集の時期と回

数が変わります。 

神奈川県川崎市 05_公営住宅の募集 

平成31年4月1日 平成31年度1回県営住宅入居者募

集 

福岡県添田町 05_公営住宅の募集 

平成31年4月1日 住宅リフォーム補助金 受付開始

します 

千葉県四街道市 06_住宅改修・リフォ

ーム支援 

平成31年4月1日 高齢者等居住（バリアフリー）

改修住宅に係る固定資産税の減

額制度 

千葉県柏市 06_住宅改修・リフォ

ーム支援 

平成31年4月1日 （対象となる業者が変更となり

ます !）川島町住宅リフォーム

補助金制度 

埼玉県川島町 06_住宅改修・リフォ

ーム支援 

平成31年4月1日 個人住宅リフォーム資金補助金

（H31.4.1～） 

埼玉県朝霞市 06_住宅改修・リフォ

ーム支援 

平成31年4月1日 鴻巣市住宅リフォーム資金補助

事業 

埼玉県鴻巣市 06_住宅改修・リフォ

ーム支援 

平成31年4月1日 平成31年度住宅リフォーム補助

金 

山形県新庄市 06_住宅改修・リフォ

ーム支援 

平成31年4月1日 住宅リフォームの経費を補助 新潟県上越市 06_住宅改修・リフォ

ーム支援 

平成31年4月1日 平成31年度 住宅･店舗リフォー

ム支援事業の申込みについて 

福井県高浜町 06_住宅改修・リフォ

ーム支援 
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平成31年4月1日 空き家家財道具処分費補助事業

について - 暮らしのガイド 

福島県鏡石町 06_住宅改修・リフォ

ーム支援 

平成31年4月1日 平成31年度住宅リフォーム資金

補助事業の受付終了について 

茨城県下妻市 06_住宅改修・リフォ

ーム支援 

平成31年4月2日 町営住宅等の入居者募集のお知

らせ テンプレート 

北海道津別町 05_公営住宅の募集 

平成31年4月2日 ツバメビト移住ツアーを開催し

ます !【実施期間:平成31年4月1

日 月曜から平成32年2月29日 土

曜まで】

新潟県燕市 04_移住・定住支援 

平成31年4月2日 【平成30年度】京都市既存住宅

省エネリフォーム支援事業（都

市計画局） 

京都府京都市 06_住宅改修・リフォ

ーム支援 

平成31年4月2日 【平成31年度募集】中土佐町移

住者及び子育て世帯等住宅改修

費補助金 

高知県中土佐町 06_住宅改修・リフォ

ーム支援 

平成31年4月2日 空き家バンク情報について（平

成31年4月更新） 

鹿児島県天城町 06_住宅改修・リフォ

ーム支援 

平成31年4月3日 葛尾村ふるさと帰還促進事業

（引越し）補助金 

福島県葛尾村 01_帰還・生活再建等

支援や就職・教育支援 

平成31年4月3日 平成31年度 心の健康相談 福島県いわき市 02_避難者の健康支援

（検査･検診） 

平成31年4月3日 Uターン者住宅購入･新改築支援

制度について 

京都府南丹市 04_移住・定住支援 

平成31年4月3日 市営住宅について（空室情報掲

載  4月） 

北海道赤平市 05_公営住宅の募集 

平成31年4月4日 産後健康診査のご案内 鳥取県琴浦町 02_避難者の健康支援

（検査･検診） 

平成31年4月4日 十和田市へ移住（転入）するか

たの住宅取得費用を補助します 

青森県十和田市 04_移住・定住支援、

06_住宅改修・リフォ

ーム支援 

平成31年4月4日 住宅のバリアフリー改修に伴う

固定資産税の減額制度 

愛知県豊田市 06_住宅改修・リフォ

ーム支援 

平成31年4月4日 住宅の省エネ改修に伴う固定資

産税の減額制度 

愛知県豊田市 06_住宅改修・リフォ

ーム支援 

平成31年4月5日 町営住宅入居者募集について 秋田県井川町 05_公営住宅の募集 

平成31年4月5日 市営住宅入居者募集について(4

月5日号) 

鹿児島県 

いちき串木野市 

05_公営住宅の募集 

平成31年4月5日 東日本大震災により阿見町に避

難されている方々へのお願い 

茨城県阿見町 01_帰還・生活再建等

支援や就職・教育支援 

平成31年4月5日 [新着情報]転入者向け市民見学

会「公共施設探検ツアー」を開

催します（5月12日開催） 

北海道名寄市 04_移住・定住支援 

平成31年4月5日 平成31年度 移住イベント･相談

会予定 

大分県 04_移住・定住支援 

平成31年4月5日 河北町移住定住促進事業費補助

金制度について 

山形県河北町 04_移住・定住支援 

平成31年4月5日 【西部県民センター】平成31年

度地域系部活動課題解決支援事

業について掲載しました 

島根県 04_移住・定住支援 

平成31年4月5日 移住者交流会を開催しました ! 神奈川県山北町 04_移住・定住支援 
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平成31年4月5日 【UIJターン奨学金返還支援制

度】奨学金の返済を支援しま

す ! 

福井県坂井市 04_移住・定住支援 

平成31年4月5日 大仙市で新しい暮らし、はじめ

てみませんか。 

秋田県大仙市 04_移住・定住支援 

平成31年4月5日 4月20日（土曜日）、21日（日曜

日）ぐるっとながの無料移住相

談会’19春（東京）開催決定 ! 

長野県長野市 04_移住・定住支援 

平成31年4月5日 【随時募集】黒石移住支援住宅

の入居者を募集します

高知県四万十町 04_移住・定住支援 

平成31年4月5日 町営住宅野田住宅入居者募集 4

月19日(金)まで 

鳥取県日野町 05_公営住宅の募集 

平成31年4月5日 三田市住宅土砂災害対策支援事

業について 

兵庫県三田市 06_住宅改修・リフォ

ーム支援 

平成31年4月5日 【予告】住宅改修をお考えのみ

なさま「朝来市職人技活用改修

支援事業」をご活用ください 

兵庫県朝来市 06_住宅改修・リフォ

ーム支援 

平成31年4月8日 移住の支援について 宮城県多賀城市 04_移住・定住支援 

平成31年4月8日 2019年度「福島に来て。」頑張る

地域応援事業（補助金）の公募

について 

福島県 04_移住・定住支援 

平成31年4月8日 町営住宅及び県営住宅の入居者

を募集します（優先入居） 

鳥取県北栄町 05_公営住宅の募集 

平成31年4月8日 住宅リフォームの補助金交付制

度 

山梨県忍野村 06_住宅改修・リフォ

ーム支援 

平成31年4月8日 宇和島市住宅リフォーム補助事

業（平成31年度） 

愛媛県宇和島市 06_住宅改修・リフォ

ーム支援 

平成31年4月9日 抽選により県営住宅の入居者を

募集します 

愛知県 05_公営住宅の募集 

平成31年4月9日 市営住宅入居者の募集結果につ

いて 

東京都小金井市 05_公営住宅の募集 

平成31年4月9日 山形県飯豊町／（東京23区在住

または通勤者の方へ）移住支援

事業のご案内 

山形県飯豊町 04_移住・定住支援 

平成31年4月9日 香川県移住相談会を開催します 香川県 04_移住・定住支援 

平成31年4月9日 【残りわずか】岡山地区道営住

宅の入居者募集 ! 

北海道三笠市 05_公営住宅の募集 

平成31年4月9日 公営住宅等入居者募集を更新し

ました。 

秋田県にかほ市 05_公営住宅の募集 

平成31年4月9日 市営住宅入居者を募集（応募期

限は4月25日） 

広島県江田島市 05_公営住宅の募集 

平成31年4月9日 北島町住宅リフォーム補助事業

のご案内 

徳島県北島町 06_住宅改修・リフォ

ーム支援 

平成31年4月10日 市営住宅の入居者募集について 茨城県下妻市 05_公営住宅の募集 

平成31年4月10日 山形県飯豊町／町営住宅入居者

募集について 

山形県飯豊町 05_公営住宅の募集 

平成31年4月10日 公営住宅 目黒団地の入居者募集

について 

愛媛県松野町 05_公営住宅の募集 

平成31年4月10日 令和元年度 心の健康相談のご案

内 

福島県双葉町 02_避難者の健康支援

（検査･検診） 
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平成31年4月10日 店舗･住宅改修工事費補助金制度

の受付が始まりました ! 

埼玉県狭山市 06_住宅改修・リフォ

ーム支援 

平成31年4月11日 公営住宅･特定公共賃貸住宅の入

居者募集について 

北海道小清水町 05_公営住宅の募集 

平成31年4月11日 ちょっと暮らし利用申込みにつ

いて 

北海道美幌町 04_移住・定住支援 

平成31年4月11日 移住促進空き家改修費補助金を

募集します。 

長崎県島原市 06_住宅改修・リフォ

ーム支援 

平成31年4月11日 21.災害公営住宅整備（完了） - 

南相馬市 

福島県南相馬市 01_帰還・生活再建等

支援や就職・教育支援 

平成31年4月11日 平成31年度2巡目北茨城市甲状腺

超音波検査の実施についてのご

案内 

茨城県北茨城市 02_避難者の健康支援

（検査･検診） 

平成31年4月11日 市営住宅入居者募集【期間4月18

日(木曜日)～26日(金曜日)】 

長野県駒ヶ根市 05_公営住宅の募集 

平成31年4月11日 平成31年度住宅改修資金補助制

度のお知らせ 

埼玉県寄居町 06_住宅改修・リフォ

ーム支援 

平成31年4月11日 平成31年度住宅リフォーム補助

制度のお知らせ 

愛媛県八幡浜市 06_住宅改修・リフォ

ーム支援 

平成31年4月11日 大島町高齢者自立支援住宅改修

給付事業のご案内 

東京都大島町 06_住宅改修・リフォ

ーム支援 

平成31年4月12日 さつま暮らし体験イベント～

2019ホタル～参加者募集 

鹿児島県さつま町 04_移住・定住支援 

平成31年4月12日 大蔵村村営合海団地住宅入居者

募集 

山形県大蔵村 05_公営住宅の募集 

平成31年4月12日 2019年度山辺町住宅リフォーム

支援事業 

山形県山辺町 06_住宅改修・リフォ

ーム支援 

平成31年4月15日 町営住宅入居者募集について 静岡県函南町 05_公営住宅の募集 

平成31年4月15日 移住支援事業について 愛知県一宮市 04_移住・定住支援 

平成31年4月15日 【三笠市移住定住情報】移住定

住支援･移住者インタビュー動画

公開中 

北海道三笠市 04_移住・定住支援 

平成31年4月15日 基町地区の活性化を支援する若

年世帯･Uターン世帯･地域貢献世

帯の基町アパート入居者を募集

します。（都市整備局住宅政策課

基町住宅担当） 

広島県広島市 04_移住・定住支援 

平成31年4月15日 鳥取市移住相談会 in 麒麟のま

ち【開催日:5/11(土)】を開催し

ます ! 

鳥取県鳥取市 04_移住・定住支援 

平成31年4月15日 4/26まで !町営住宅の入居者を

募集します 

岡山県久米南町 05_公営住宅の募集 

平成31年4月15日 令和元年5月 区営住宅･都営住宅

地元割当入居者募集のお知らせ 

東京都新宿区 05_公営住宅の募集 

平成31年4月15日 平成31年度京丹波町子育て世帯

住宅リフォーム支援事業の募集

期間のご案内 

京都府京丹波町 06_住宅改修・リフォ

ーム支援 

平成31年4月15日 山形県飯豊/【平成30年度】飯豊

町住宅リフォーム支援事業 

山形県飯豊町 06_住宅改修・リフォ

ーム支援 
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平成31年4月15日 平成31年度わが家のリフォーム

応援事業の事前申請の受付を5月

から開始します（住宅課） 

愛媛県松山市 06_住宅改修・リフォ

ーム支援 

平成31年4月16日 第12回甲状腺検査評価部会（平

成31年2月22日）の議事録につい

て 

福島県 02_避難者の健康支援

（検査･検診） 

平成31年4月16日 「岐阜県移住定住推進会議」を

開催します 

岐阜県 04_移住・定住支援 

平成31年4月16日 【5月9日(木曜日)】「信州駒ヶ根 

出張･移住相談デスクin名古屋」

を開催します 

長野県駒ヶ根市 04_移住・定住支援 

平成31年4月16日 平成31年度第1回市営住宅入居者

の定期募集 

北海道旭川市 05_公営住宅の募集 

平成31年4月17日 被災者生活再建支援制度につい

て 

茨城県北茨城市 01_帰還・生活再建等

支援や就職・教育支援 

平成31年4月17日 心の健康づくり講演会のお知ら

せ｜各課のしごと｜秋田県北秋

田市 

秋田県北秋田市 02_避難者の健康支援

（検査･検診） 

平成31年4月17日 【須坂市役所で開催】GWの3日間

4/30(火)、5/1(水)、2(木)Uター

ン移住相談会 

長野県須坂市 04_移住・定住支援 

平成31年4月17日 飯山市移住支援住宅建設促進事

業（新築･中古住宅購入･改修補

助金） 

長野県飯山市 04_移住・定住支援、

06_住宅改修・リフォ

ーム支援 

平成31年4月17日 平成31年度香南市住宅リフォー

ム補助金制度のお知らせ 

高知県香南市 06_住宅改修・リフォ

ーム支援 

平成31年4月18日 第3回甲状腺検査の結果 宮城県丸森町 02_避難者の健康支援

（検査･検診） 

平成31年4月18日 令和元年5月下旬都営住宅地元割

当（単身者向･家族向）･区営住

宅（単身者向･家族向･定期使用

住宅）入居者募集 

東京都足立区 05_公営住宅の募集 

平成31年4月18日 2019年5月上旬都営住宅入居者募

集 

東京都足立区 05_公営住宅の募集 

平成31年4月18日 平成31年度第1回菊池市営住宅補

充入居者を募集します 

熊本県菊池市 05_公営住宅の募集 

平成31年4月19日 [新着情報]移住者交流会開催の

お知らせ 

北海道深川市 04_移住・定住支援 

平成31年4月19日 住宅リフォーム支援事業 宮城県山元町 04_移住・定住支援、

06_住宅改修・リフォ

ーム支援 

平成31年4月19日 ＜予告＞市営住宅の入居者を募

集します【令和元年（2019年）5

月常時公募（新規分）】（都市整

備局住宅政策課） 

広島県広島市 05_公営住宅の募集 

平成31年4月19日 住宅リフォーム補助第1回目募集 神奈川県座間市 06_住宅改修・リフォ

ーム支援 

平成31年4月20日 住宅･被災住宅改修補助金につい

て（※今年度は受付終了しまし

た。） 

新潟県津南町 06_住宅改修・リフォ

ーム支援 

平成31年4月21日 移住相談会開催のお知らせ 岡山県久米南町 04_移住・定住支援 
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平成31年4月22日 空き家情報 岩手県雫石町 04_移住・定住支援 

平成31年4月22日 5月分伊那市営住宅の入居者募集

案内 

長野県伊那市 05_公営住宅の募集 

平成31年4月22日 平成31年度（令和元年度）心の

健康相談について 

福島県 02_避難者の健康支援

（検査･検診） 

平成31年4月22日 栃木県に移住して最大100万円支

給 !栃木県移住支援事業開始 ! 

栃木県 04_移住・定住支援 

平成31年4月22日 山の都の定住支援事業について 熊本県山都町 04_移住・定住支援 

平成31年4月22日 若者の定住を図るため奨学金の

返還を支援します 

長野県駒ヶ根市 04_移住・定住支援 

平成31年4月22日 ◇◆平成31年度 市営住宅入居者

募集（第1回）◆◇ 

山形県尾花沢市 05_公営住宅の募集 

平成31年4月22日 平成31年度第1回県営住宅入居者

定期募集について 

岩手県 05_公営住宅の募集 

平成31年4月22日 令和元年5月区営住宅（あき家）

入居者募集 

東京都千代田区 05_公営住宅の募集 

平成31年4月22日 市営住宅（本町団地･福寿町団

地）の入居者を募集しています 

長野県飯山市 05_公営住宅の募集 

平成31年4月23日 市営住宅の入居者を募集します 愛知県西尾市 05_公営住宅の募集 

平成31年4月23日 市営住宅の入居者募集について 福岡県飯塚市 05_公営住宅の募集 

平成31年4月23日 平成31年度 3世代ファミリー定

住支援事業の概要 

大阪府高槻市 04_移住・定住支援 

平成31年4月23日 「大垣市上石津移住相談会inか

みいしづ里山マルシェ2019」を

開催します ! 

岐阜県大垣市 04_移住・定住支援 

平成31年4月23日 令和元年5月期市営住宅の入居者

募集について 

北海道網走市 05_公営住宅の募集 

平成31年4月23日 令和元年(2019年)5月都営住宅入

居者募集 

東京都小金井市 05_公営住宅の募集 

平成31年4月23日 平成31年度 市営住宅の入居者募

集 

福井県あわら市 05_公営住宅の募集 

平成31年4月23日 住宅リフォームの補助制度を新

設しました 

千葉県芝山町 06_住宅改修・リフォ

ーム支援 

平成31年4月24日 町営住宅入居者の募集について 岩手県洋野町 05_公営住宅の募集 

平成31年4月24日 東京日本橋で「五島市UIターン

相談会」を開催します 

長崎県五島市 04_移住・定住支援 

平成31年4月24日 南信州移住･Uターン大相談会in

名古屋 6/1 

長野県阿智村 04_移住・定住支援 

平成31年4月24日 南信州移住･Uターン大相談会in

東京 6/8 

長野県阿智村 04_移住・定住支援 

平成31年4月24日 町営住宅･雇用促進住宅の入居者

公募 

北海道天塩町 05_公営住宅の募集 

平成31年4月24日 公営住宅入居申込について 

（5月募集） 

北海道北見市 05_公営住宅の募集 

平成31年4月24日 市営住宅等の入居者募集（2019

年5月） 

山口県下関市 05_公営住宅の募集 

平成31年4月24日 2019年5月都営住宅入居者を募集

します 

東京都立川市 05_公営住宅の募集 

平成31年4月24日 県営住宅追加募集 募集期間 5/7

（火）～ 5/17（金） 

沖縄県沖縄市 05_公営住宅の募集 
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平成31年4月24日 住宅，店舗等の新築やリフォー

ム，屋外広告物の設置に市内産

木材を使用される方への支援制

度の受付開始について（産業観

光局） 

京都府京都市 06_住宅改修・リフォ

ーム支援 

平成31年4月25日 苅田町営住宅入居者募集につい

て 

福岡県苅田町 05_公営住宅の募集 

平成31年4月25日 市営住宅の入居者を募集します 鳥取県境港市 05_公営住宅の募集 

平成31年4月25日 市営住宅入居者募集 栃木県宇都宮市 05_公営住宅の募集 

平成31年4月25日 町営住宅入居者を募集します 福岡県小竹町 05_公営住宅の募集 

平成31年4月25日 都営住宅の入居者を募集します 東京都東久留米市 05_公営住宅の募集 

平成31年4月25日 県営住宅（支援対象避難者向

け）入居募集のご案内（平成31

年4月25日更新） 

福島県 05_公営住宅の募集 

平成31年4月25日 県営住宅入居募集のご案内（平

成31年4月25日更新） 

福島県 05_公営住宅の募集 

平成31年4月25日 市営住宅の5月募集入居申し込み

方法 

長野県長野市 05_公営住宅の募集 

平成31年4月25日 市営住宅入居者募集一覧（平成

31年5月分） 

鳥取県米子市 05_公営住宅の募集 

平成31年4月26日 市営住宅入居者募集 富山県南砺市 05_公営住宅の募集 

平成31年4月26日 町営住宅空き家入居抽選会【定

期募集】を行います 

福岡県添田町 05_公営住宅の募集 

平成31年4月26日 都営住宅入居者募集 東京都羽村市 05_公営住宅の募集 

平成31年4月26日 都営住宅入居者募集 東京都東村山市 05_公営住宅の募集 

平成31年4月26日 住宅をお探しの方へ 市営住宅･

高齢者向け住宅の入居者募集 

長崎県五島市 05_公営住宅の募集 

平成31年4月26日 栃木県に移住して最大100万円支

給 !栃木県移住支援事業開始 ! 

栃木県矢板市 04_移住・定住支援 

平成31年4月26日 平成31年度「福島県空き家･ふる

さと復興支援事業」の募集開始

のお知らせ。 

福島県 04_移住・定住支援、

06_住宅改修・リフォ

ーム支援 

平成31年4月26日 5月31日（金）、6月1日（土）『第

7回あきた県北合同移住交流フェ

ア』（東京･京橋）を開催しま

す !｜各課のしごと｜秋田県北

秋田市 

秋田県北秋田市 04_移住・定住支援 

平成31年4月26日 テーマ別移住体験ツアー開催 !

今回は「子育て」 

長崎県南島原市 04_移住・定住支援 

平成31年4月26日 事業の紹介について 青森県十和田市 04_移住・定住支援 

平成31年4月26日 移住定住パンフレットをリニュ

ーアルしました ! 

鳥取県琴浦町 04_移住・定住支援 

平成31年4月26日 村営住宅入居者募集 長野県南箕輪村 05_公営住宅の募集 

平成31年4月26日 町営住宅等の入居者募集のお知

らせ 

北海道津別町 05_公営住宅の募集 

平成31年4月26日 2019年度門真市営住宅の入居者

を募集 

大阪府門真市 05_公営住宅の募集 

平成31年4月26日 定住促進住宅をリニューアルし

ました 

山梨県甲州市 06_住宅改修・リフォ

ーム支援 
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平成31年4月26日 住宅リフォーム補助事業につい

て 

長野県坂城町 06_住宅改修・リフォ

ーム支援 

平成31年4月27日 平成31年度第1回みやぎ移住フェ

ア～みやぎを体験 ! !体験ツア

ーとお試し住宅～に参加します 

宮城県白石市 04_移住・定住支援 

平成31年4月30日 住宅の省エネ改修に伴う固定資

産税(家屋)の減額措置について 

栃木県大田原市 06_住宅改修・リフォ

ーム支援 

平成31年4月30日 首都圏で開催予定の岡山県移住･

仕事関連情報 

岡山県 04_移住・定住支援 

平成31年4月30日 開催中 !【須坂市役所で開催】

GWの3日間4/30(火)、5/1(水)、

2(木)Uターン移住相談会 

長野県須坂市 04_移住・定住支援 

平成31年4月30日 十和田市へ移住（転入）するか

たの住宅取得費用を補助します 

青森県十和田市 04_移住・定住支援、

06_住宅改修・リフォ

ーム支援 

令和元年5月1日 ［お知らせ］市営住宅の入居者

募集について 

富山県砺波市 05_公営住宅の募集 

令和元年5月1日 市営住宅入居者の募集について 北海道赤平市 05_公営住宅の募集 

令和元年5月1日 市営住宅入居者募集 岩手県久慈市 05_公営住宅の募集 

令和元年5月1日 市営住宅入居者募集 北海道歌志内市 05_公営住宅の募集 

令和元年5月1日 町営住宅入居者募集案内 栃木県壬生町 05_公営住宅の募集 

令和元年5月1日 市営住宅等の入居者募集 京都府八幡市 05_公営住宅の募集 

令和元年5月1日 市営住宅の入居者募集（5月募

集） 

山口県萩市 05_公営住宅の募集 

令和元年5月1日 令和元年度「移住支援制度」の

申請受付を開始します ! 

佐賀県伊万里市 04_移住・定住支援 

令和元年5月1日 町営住宅の入居者募集（土居第1

団地ほか） 

愛媛県内子町 05_公営住宅の募集 

令和元年5月1日 都営住宅（地元割当）･区営住宅

入居者募集（令和元年5月） 

東京都葛飾区 05_公営住宅の募集 

令和元年5月1日 市営住宅について（空室情報掲

載 5月） 

北海道赤平市 05_公営住宅の募集 

令和元年5月1日 町営住宅6月入居者募集 宮城県大和町 05_公営住宅の募集 

令和元年5月1日 公営住宅の入居者を募集します

【募集期間:5月7日（火曜日）～

5月15日（水曜日）】 

新潟県燕市 05_公営住宅の募集 

令和元年5月1日 都営住宅入居者の募集案内を配

布します（元年5月1日） 

東京都杉並区 05_公営住宅の募集 

令和元年5月1日 2019年5月都営住宅入居者募集 東京都葛飾区 05_公営住宅の募集 

令和元年5月1日 2019年5月都営住宅入居者募集 東京都武蔵野市 05_公営住宅の募集 

令和元年5月1日 市営住宅入居者定期募集につい

て 

福島県喜多方市 05_公営住宅の募集 

令和元年5月1日 住宅の省エネ改修工事にかかわ

る固定資産税の減額制度 

東京都立川市 06_住宅改修・リフォ

ーム支援 

令和元年5月1日 住宅のバリアフリー改修工事に

かかわる固定資産税の減額制度 

東京都立川市 06_住宅改修・リフォ

ーム支援 

令和元年5月1日 【リノベーション住宅】市営か

えで住宅入居者募集中 ! 

大分県国東市 06_住宅改修・リフォ

ーム支援 
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令和元年5月1日 【Ｈ31.5】住宅のリフォームを

お考えの方へ 

大分県津久見市 06_住宅改修・リフォ

ーム支援 

令和元年5月1日 住宅リフォーム様式一覧 沖縄県沖縄市 06_住宅改修・リフォ

ーム支援 

令和元年5月5日 都営住宅入居者募集の案内･申込

書（家族向･単身者向）を配布し

ます 

東京都中野区 05_公営住宅の募集 

令和元年5月5日 都営住宅の入居者を募集(令和元

年5月) 

東京都三鷹市 05_公営住宅の募集 

令和元年5月6日 町営住宅入居者募集案内 高知県佐川町 05_公営住宅の募集 

令和元年5月7日 [お知らせ]市営住宅の入居者を

募集します 

北海道深川市 05_公営住宅の募集 

令和元年5月7日 玉名市営住宅入居者募集 熊本県玉名市 05_公営住宅の募集 

令和元年5月7日 現在の空き室状況 宮崎県えびの市 05_公営住宅の募集 

令和元年5月7日 市営住宅入居者募集 奈良県葛城市 05_公営住宅の募集 

令和元年5月7日 町営住宅の入居募集について 岩手県矢巾町 05_公営住宅の募集 

令和元年5月7日 町営住宅入居者募集 長野県富士見町 05_公営住宅の募集 

令和元年5月7日 町営住宅入居者募集について 熊本県津奈木町 05_公営住宅の募集 

令和元年5月7日 町営住宅入居者募集のお知らせ 宮城県大郷町 05_公営住宅の募集 

令和元年5月7日 5月都営住宅入居者の募集 東京都昭島市 05_公営住宅の募集 

令和元年5月7日 市営住宅入居者募集について(5

月7日号) 

鹿児島県いちき串

木野市 

05_公営住宅の募集 

令和元年5月7日 【美しい瑞浪市の農村風景フォ

トコンテスト2019】の開催につ

いて 

岐阜県瑞浪市 04_移住・定住支援 

令和元年5月7日 会津de田舎暮らし｢移住相談会」

のお知らせ 

福島県喜多方市 04_移住・定住支援 

令和元年5月7日 市営住宅･道営住宅の入居者を募

集します 

北海道伊達市 05_公営住宅の募集 

令和元年5月7日 市営住宅入居者募集（令和元年5

月募集） 

山口県長門市 05_公営住宅の募集 

令和元年5月7日 市営住宅入居者の随時募集 岐阜県多治見市 05_公営住宅の募集 

令和元年5月7日 市営住宅入居者の定期募集 岐阜県多治見市 05_公営住宅の募集 

令和元年5月7日 市営住宅の入居者を募集します

【令和元年（2019年）5月定期公

募】（都市整備局住宅政策課） 

広島県広島市 05_公営住宅の募集 

令和元年5月7日 市営住宅の入居者を募集します

【令和元年（2019年）5月常時公

募】（都市整備局住宅政策課） 

広島県広島市 05_公営住宅の募集 

令和元年5月7日 令和元年5月都営住宅地元割当 

入居者募集のお知らせ 

東京都新宿区 05_公営住宅の募集 

令和元年5月7日 令和元年5月 区営住宅入居者募

集のお知らせ 

東京都新宿区 05_公営住宅の募集 

令和元年5月7日 都営住宅（地元割当）･区営住宅

入居者募集（令和元年5月） 

東京都葛飾区 05_公営住宅の募集 

令和元年5月7日 空き家改修等補助金の受付を開

始しました 

北海道伊達市 06_住宅改修・リフォ

ーム支援 
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令和元年5月7日 令和元年度（2019度）豊中市住

宅の窓断熱リフォーム支援補助

金のご案内 

大阪府豊中市 06_住宅改修・リフォ

ーム支援 

令和元年5月7日 住宅のバリアフリー改修にかか

る固定資産税の減額 

奈良県葛城市 06_住宅改修・リフォ

ーム支援 

令和元年5月7日 省エネ改修工事を行った既存住

宅に係る固定資産税の減額措置 

奈良県葛城市 06_住宅改修・リフォ

ーム支援 

令和元年5月7日 令和元年度 南風原町住宅リフォ

ーム支援事業のお知らせ 

沖縄県南風原町 06_住宅改修・リフォ

ーム支援 

令和元年5月8日 町営住宅の入居者を募集します

｜くらし･手続き｜北海道弟子屈

町 

北海道弟子屈町 05_公営住宅の募集 

令和元年5月8日 町営住宅入居者を募集します 北海道森町 05_公営住宅の募集 

令和元年5月8日 町営住宅入居者の募集 岩手県住田町 05_公営住宅の募集 

令和元年5月8日 空き家バンク - まちづくり 福島県南会津町 04_移住・定住支援、

06_住宅改修・リフォ

ーム支援 

令和元年5月8日 移住･定住 イベント情報 北海道美唄市 04_移住・定住支援 

令和元年5月8日 計画段階環境配慮書の縦覧を実

施しています 

宮城県大和町 04_移住・定住支援 

令和元年5月8日 県営住宅の入居者を募集します

（一般入居） 

鳥取県北栄町 05_公営住宅の募集 

令和元年5月8日 令和元年度（2019年度）豊中市

住宅の窓断熱リフォーム支援補

助金のご案内 

大阪府豊中市 06_住宅改修・リフォ

ーム支援 

令和元年5月9日 空き家再生住宅（移住者支援住

宅） 

高知県芸西村 04_移住・定住支援 

令和元年5月9日 ～北海道へ～本気の移住相談会

2019｜各課の仕事｜標茶町ホー

ムページ 

北海道標茶町 04_移住・定住支援 

令和元年5月9日 第3回東北U･Iターン大相談会出

展のお知らせ 

福島県喜多方市 04_移住・定住支援 

令和元年5月9日 住宅リフォーム支援事業 北海道北広島市 04_移住・定住支援、

06_住宅改修・リフォ

ーム支援 

令和元年5月9日 町営住宅入居者を募集します

【入居者募集期間:令和元年 5月

10日～ 5月24日】 

岩手県雫石町 05_公営住宅の募集 

令和元年5月10日 町営住宅入居者募集のお知らせ 福島県猪苗代町 05_公営住宅の募集 

令和元年5月10日 平成31年度 矢巾町被災者住宅再

建支援事業 

岩手県矢巾町 01_帰還・生活再建等

支援や就職・教育支援 

令和元年5月10日 本気の移住相談会2019（東京

都）に出展します !｜くらしの

情報｜鶴居村 

北海道鶴居村 04_移住・定住支援 

令和元年5月10日 ひとり親家庭等U･Iターン促進支

援事業（引越費用支援）募集の

お知らせ 

新潟県 04_移住・定住支援 

令和元年5月10日 町営住宅の入居者募集について

【塙川団地L号棟】応募期限～令

和元年5.24まで 

秋田県八峰町 05_公営住宅の募集 
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令和元年5月10日 町営住宅の入居者募集について

【かもめ団地21号棟】応募期限

～令和元年5.24まで 

秋田県八峰町 05_公営住宅の募集 

令和元年5月10日 町営住宅蒲生野団地（特定公共

賃貸住宅）入居者の募集につい

て 

京都府京丹波町 05_公営住宅の募集 

令和元年5月10日 町営住宅野田住宅入居者募集 5

月22日まで 

鳥取県日野町 05_公営住宅の募集 

令和元年5月10日 住宅改修をお考えのみなさま

「朝来市職人技活用改修支援事

業」をご活用ください 

兵庫県朝来市 06_住宅改修・リフォ

ーム支援

令和元年5月10日 令和元年度 香美市住宅リフォー

ム補助金の申し込みについて 

高知県香美市 06_住宅改修・リフォ

ーム支援 

令和元年5月13日 市営住宅の入居者を募集します

（先着順） 

埼玉県羽生市 05_公営住宅の募集 

令和元年5月13日 瑞浪市営住宅 入居者募集のおし

らせ 

岐阜県瑞浪市 05_公営住宅の募集 

令和元年5月13日 【4月21日】とっとり移住･転職 

休日相談会in東京『とっとりに

移住しました ! !～移住して解

ったこと～』に参加してきまし

た ! 

鳥取県岩美町 04_移住・定住支援 

令和元年5月13日 市営住宅の入居者募集(パンフレ

ット配布開始) 

兵庫県明石市 05_公営住宅の募集 

令和元年5月13日 市営住宅入居者の常時募集を再

開（令和元年5月13日から） 

広島県江田島市 05_公営住宅の募集 

令和元年5月13日 県営住宅の5月期入居募集 静岡県 05_公営住宅の募集 

令和元年5月13日 町営住宅ヘーバル団地4号棟改修

工事 

鹿児島県和泊町 06_住宅改修・リフォ

ーム支援 

令和元年5月14日 令和元年度『佐那河内果樹アグ

リスクール』 生徒募集のお知ら

せ 

徳島県佐那河内村 04_移住・定住支援 

令和元年5月14日 公営住宅等入居者募集を更新し

ました。 

秋田県にかほ市 05_公営住宅の募集 

令和元年5月15日 市営住宅入居者を募集します 千葉県袖ケ浦市 05_公営住宅の募集 

令和元年5月15日 [新着情報]6月23日（日）【東京

開催】本気の移住相談会に出展

します 

北海道上川町 04_移住・定住支援 

令和元年5月15日 周防大島町特定公共賃貸住宅及

び町営住宅等の入居者募集（令

和元年5月募集） 

山口県周防大島町 05_公営住宅の募集 

令和元年5月15日 5/31まで !町営住宅の入居者を

募集します 

岡山県久米南町 05_公営住宅の募集 

令和元年5月15日 市営住宅等の入居者を募集しま

す(5月27日から6月7日まで) 

岩手県釜石市 05_公営住宅の募集 

令和元年5月15日 令和元年5月都営住宅入居者の家

族向け募集（市民限定） 

東京都武蔵野市 05_公営住宅の募集 

令和元年5月15日 町営住宅の入居者募集について

【塙川団地L号棟】応募期限～令

和元年5.24まで 

秋田県八峰町 05_公営住宅の募集 
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令和元年5月15日 町営住宅の入居者募集について

【かもめ団地21号棟】応募期限

～令和元年5.24まで 

秋田県八峰町 05_公営住宅の募集 

令和元年5月15日 南島原市住宅･店舗･旅館等リフ

ォーム資金補助金の受付実施中 

長崎県南島原市 06_住宅改修・リフォ

ーム支援 

令和元年5月16日 【5/3～5/4】スイカづくり体験

会 開催レポート 

山形県尾花沢市 03_避難者の交流･イベ

ント 

令和元年5月16日 都営住宅（東久留米市地元割

当）の入居者を募集します 

東京都東久留米市 05_公営住宅の募集 

令和元年5月16日 令和元年度「福島県多世代同居･

近居推進事業」の募集を開始し

ます。 

福島県 06_住宅改修・リフォ

ーム支援 

令和元年5月17日 市営住宅の入居者募集について 鳥取県境港市 05_公営住宅の募集 

令和元年5月17日 市営住宅入居者の随時募集につ

いて（終了しました） 

北海道旭川市 05_公営住宅の募集 

令和元年5月17日 空き家再生移住体験住宅オープ

ンハウスを開催 

岐阜県羽島市 04_移住・定住支援 

令和元年5月17日 移住相談窓口「ながさき移住ウ

ェルカムプラザ」がオープンし

ました。 

長崎県長崎市 04_移住・定住支援 

令和元年5月17日 令和元年度 市営住宅の入居者募

集 

福井県あわら市 05_公営住宅の募集 

令和元年5月17日 県営住宅入居者の募集について 鳥取県智頭町 05_公営住宅の募集 

令和元年5月17日 令和元年6月市営住宅入居者の募

集について（都市計画局） 

京都府京都市 05_公営住宅の募集 

令和元年5月17日 令和元年度第1回市営住宅入居者

の定期募集 

北海道旭川市 05_公営住宅の募集 

令和元年5月20日 第1回行田市移住者交流会を開催

します ! 

埼玉県行田市 04_移住・定住支援 

令和元年5月20日 【6月16日(日曜)東京開催】移住

相談会「九州･山口･沖縄IJUフェ

ア」に参加します ! 

宮崎県小林市 04_移住・定住支援 

令和元年5月20日 となりぐらし－萩と阿武－ ～暮

らすこと 食べていくこと～  

@東京清澄白河 

山口県萩市 04_移住・定住支援 

令和元年5月20日 市営住宅入居者募集のお知らせ 千葉県銚子市 05_公営住宅の募集 

令和元年5月20日 令和元年5月 市営住宅入居者募

集のお知らせ 

島根県浜田市 05_公営住宅の募集 

令和元年5月20日 ＜予告＞市営住宅の入居者を募

集します【令和元年6月常時公募

（新規分）】（都市整備局住宅政

策課） 

広島県広島市 05_公営住宅の募集 

令和元年5月20日 県営住宅入居者募集について

（令和元年6月募集） 

香川県 05_公営住宅の募集 

令和元年5月21日 市営住宅入居者募集抽選結果 大阪府和泉市 05_公営住宅の募集 

令和元年5月21日 田村市事業再開･帰還促進プレミ

アム商品券 

福島県田村市 01_帰還・生活再建等

支援や就職・教育支援 

令和元年5月21日 住宅リフォーム支援事業 北海道北広島市 04_移住・定住支援、

06_住宅改修・リフォ

ーム支援 
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令和元年5月21日 住宅リフォーム支援事業 事業実

施者募集について 

鹿児島県和泊町 06_住宅改修・リフォ

ーム支援 

令和元年5月22日 公営住宅入居申込について（5月

募集 抽選結果） 

北海道北見市 05_公営住宅の募集 

令和元年5月22日 令和元年5月下旬都営住宅地元割

当（単身者向･家族向）･区営住

宅（単身者向･家族向･定期使用

住宅）入居者募集 

東京都足立区 05_公営住宅の募集 

令和元年5月22日 令和元年5月下旬都営住宅地元割

当･区営住宅入居者募集の申込書

東京都足立区 05_公営住宅の募集 

令和元年5月23日 第13回甲状腺検査評価部会（令

和元年6月3日）の開催について 

福島県 02_避難者の健康支援

（検査･検診） 

令和元年5月23日 愛林のまち津別町 つべつ町のお

知らせ テンプレート 

北海道津別町 04_移住・定住支援 

令和元年5月23日 第1回移住ツアー「臼杵の暮らし

を知ろう with自然体験」開催の

お知らせ 

大分県臼杵市 04_移住・定住支援 

令和元年5月23日 ひろしまＣターンフェア2019 広島県 04_移住・定住支援 

令和元年5月23日 【6月16日（日曜日）】東京･あの

この愛媛移住フェアに出展しま

す ! 

愛媛県西条市 04_移住・定住支援 

令和元年5月23日 ＜東京開催＞香川県移住フェア

in東京を開催します ! 

香川県 04_移住・定住支援 

令和元年5月23日 平成31年4月市営住宅入居者募集

公開抽選結果について（都市計

画局） 

京都府京都市 05_公営住宅の募集 

令和元年5月23日 川瀬市営住宅1号棟外部改修工事

の公告について 

山口県下松市 06_住宅改修・リフォ

ーム支援 

令和元年5月24日 市営住宅入居者募集 栃木県宇都宮市 05_公営住宅の募集 

令和元年5月24日 市営住宅入居者募集 富山県南砺市 05_公営住宅の募集 

令和元年5月24日 空き家バンク - まちづくり 福島県南会津町 04_移住・定住支援、

06_住宅改修・リフォ

ーム支援 

令和元年5月24日 定住促進住宅取得支援事業 兵庫県たつの市 04_移住・定住支援 

令和元年5月24日 とやま移住･転職フェアが東京で

開催されます ! 

富山県氷見市 04_移住・定住支援 

令和元年5月24日 【移住を希望する女性の皆さん

へ !】「ふくしま たなばた女子

会」を開催します ! 

福島県 04_移住・定住支援 

令和元年5月24日 【毎月開催 !】お仕事帰りのふ

くしま移住相談会 次回は6月26

日開催 ! 

福島県 04_移住・定住支援 

令和元年5月24日 鳥取市移住相談会 in 麒麟のま

ち【開催日:7/6(土)】を開催し

ます ! 

鳥取県鳥取市 04_移住・定住支援 

令和元年5月24日 市営住宅入居定期募集（2019年

（令和元年）6月） 

北海道釧路市 05_公営住宅の募集 

令和元年5月24日 市営住宅入居者募集の抽選結果

について 

大阪府箕面市 05_公営住宅の募集 

令和元年5月24日 令和元年度第1回 市営住宅入居

者募集 

山形県新庄市 05_公営住宅の募集 



121 

令和元年5月24日 令和元年度市営住宅補充入居者

募集 

熊本県八代市 05_公営住宅の募集 

令和元年5月24日 令和元年6月町営住宅（公営住

宅）募集について 

香川県綾川町 05_公営住宅の募集 

令和元年5月25日 令和元年5月公営住宅募集につい

て 

北海道新ひだか町 05_公営住宅の募集 

令和元年5月25日 県営住宅入居募集のご案内（令

和元年5月25日更新） 

福島県 05_公営住宅の募集 

令和元年5月25日 県営住宅（支援対象避難者向

け）入居募集のご案内（令和元

年5月25日更新） 

福島県 05_公営住宅の募集 

令和元年5月27日 市営住宅入居者を募集します 岐阜県大垣市 05_公営住宅の募集 

令和元年5月27日 町営住宅入居者の募集について

｜浦幌町の組織とその仕事｜北

海道十勝郡浦幌町 

北海道浦幌町 05_公営住宅の募集 

令和元年5月27日 市営住宅等の入居者募集 京都府八幡市 05_公営住宅の募集 

令和元年5月27日 6月分伊那市営住宅の入居者募集

案内 

長野県伊那市 05_公営住宅の募集 

令和元年5月27日 空き家バンク - まちづくり 福島県南会津町 04_移住・定住支援、

06_住宅改修・リフォ

ーム支援 

令和元年5月27日 移住支援金について 北海道石狩市 04_移住・定住支援 

令和元年5月27日 久留米市:令和元年度第1回市営

住宅等入居者募集の中間倍率を

公表します 

福岡県久留米市 05_公営住宅の募集 

令和元年5月27日 村営住宅入居者募集【浅津団地 

112号】 

高知県芸西村 05_公営住宅の募集 

令和元年5月27日 村営住宅入居者募集【憩ヶ丘コ

ーポ215号】 

高知県芸西村 05_公営住宅の募集 

令和元年5月27日 市営住宅入居者募集一覧（令和

元年6月分） 

鳥取県米子市 05_公営住宅の募集 

令和元年5月28日 市営住宅入居者募集(6月募集) 高知県香南市 05_公営住宅の募集 

令和元年5月28日 移住者交流会開催のご案内 三重県名張市 04_移住・定住支援 

令和元年5月28日 田布施お試し農業移住体験ツア

ーの開催 

山口県田布施町 04_移住・定住支援 

令和元年5月28日 “会津de田舎暮らし”移住相談

会に参加しました ! 

福島県会津美里町 04_移住・定住支援 

令和元年5月28日 【入居者募集】移住支援住宅の

入居者を募集します 

高知県四万十町 04_移住・定住支援 

令和元年5月28日 府営住宅特定目的優先入居（犯

罪被害に遭われた方）6月募集に

ついて 

京都府京田辺市 05_公営住宅の募集 

令和元年5月28日 市営住宅の入居者募集(抽選結

果) 

兵庫県明石市 05_公営住宅の募集 

令和元年5月28日 令和元年度第1回市営住宅入居者

募集の結果について 

北海道登別市 05_公営住宅の募集 

令和元年5月28日 公営住宅入居者の募集について

（令和元年5月28日から6月11

日） 

北海道遠別町 05_公営住宅の募集 
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令和元年5月28日 防府市営住宅入居者募集のお知

らせ(令和元年6月分) 

山口県防府市 05_公営住宅の募集 

令和元年5月28日 町営住宅野田住宅入居者募集 6

月21日まで 

鳥取県日野町 05_公営住宅の募集 

令和元年5月29日 宝塚市営住宅の募集 兵庫県宝塚市 05_公営住宅の募集 

令和元年5月29日 6月16日（日曜日）九州･山口･沖

縄Ijuフェア 

大分県 04_移住・定住支援 

令和元年5月29日 【移住･暮らし相談会:名古屋

市】ながさき暮らし相談会in名

古屋 

長崎県島原市 04_移住・定住支援 

令和元年5月29日 市営住宅の入居者6月定期募集 岐阜県下呂市 05_公営住宅の募集 

令和元年5月29日 町営住宅第2黒坂団地B棟入居者

募集中 

鳥取県日野町 05_公営住宅の募集 

令和元年5月30日 空き家情報 岩手県雫石町 04_移住・定住支援 

令和元年5月30日 市営住宅の入居者を募集します 愛知県西尾市 05_公営住宅の募集 

令和元年5月30日 東北･石巻でも !山の芋グリーン

カーテン（丹波ささやま写真新

聞） 

兵庫県篠山市 03_避難者の交流･イベ

ント 

令和元年5月30日 古民家で移住相談【随時受付】 長野県中野市 04_移住・定住支援 

令和元年5月30日 ちょうどいい田舎 信州なかの 

オーダーメイド見学ツアー【随

時受付】 

長野県中野市 04_移住・定住支援 

令和元年5月30日 「「森が教室」の小学校を見る～

長野県伊那市 初夏の見学会～」

参加者募集 

長野県伊那市 04_移住・定住支援 

令和元年5月30日 第2回こうち東部移住フェア開催 

[7/20（土）東京] 

高知県安芸市 04_移住・定住支援 

令和元年5月30日 市営住宅（随時募集団地）の入

居者を募集します 

福井県坂井市 05_公営住宅の募集 

令和元年5月30日 令和元年度第2回福島県復興公営

住宅入居者募集のお知らせ 

福島県 05_公営住宅の募集 

令和元年5月30日 令和元年度わが家のリフォーム

応援事業の事前申請(第1期)の抽

選結果を公開します(住宅課) 

愛媛県松山市 06_住宅改修・リフォ

ーム支援 

令和元年5月31日 市営住宅の入居者募集について 鳥取県境港市 05_公営住宅の募集 

令和元年5月31日 市営住宅入居者随時募集につい

て 

福島県喜多方市 05_公営住宅の募集 

令和元年5月31日 【6月16日東京開催】『あのこの

愛媛』移住フェアの開催につい

て 

愛媛県 04_移住・定住支援 

令和元年5月31日 愛知県移住支援事業･マッチング

支援事業 

愛知県岡崎市 04_移住・定住支援 

令和元年5月31日 大田原農作業体験（田舎暮らし

体験隊）の参加者を募集します 

長野県千曲市 04_移住・定住支援 

令和元年5月31日 町営住宅等の入居者募集のお知

らせ 

北海道津別町 05_公営住宅の募集 

令和元年5月31日 町営住宅入居者募集（令和元年6

月分） 

大分県日出町 05_公営住宅の募集 

令和元年5月31日 令和元年度第1回市営住宅入居者

福祉向け募集 

愛知県名古屋市 05_公営住宅の募集 
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令和元年5月31日 立科町空き家利用促進補助金 長野県立科町 06_住宅改修・リフォ

ーム支援 

令和元年6月1日 ［お知らせ］市営住宅の入居者

募集について 

富山県砺波市 05_公営住宅の募集 

令和元年6月1日 公営住宅の入居者定期募集 滋賀県東近江市 05_公営住宅の募集 

令和元年6月1日 市営住宅の入居募集について 千葉県柏市 05_公営住宅の募集 

令和元年6月1日 市営住宅入居者の募集について 北海道赤平市 05_公営住宅の募集 

令和元年6月1日 市営住宅入居者募集 岩手県久慈市 05_公営住宅の募集 

令和元年6月1日 市営住宅入居者募集 栃木県那須烏山市 05_公営住宅の募集 

令和元年6月1日 市営住宅入居者募集 北海道歌志内市 05_公営住宅の募集 

令和元年6月1日 移住体験施設「MuLife」内覧会

の開催について 

埼玉県東秩父村 04_移住・定住支援 

令和元年6月1日 公営住宅の入居者募集（県営住

宅） 

兵庫県南あわじ市 05_公営住宅の募集 

令和元年6月1日 公営住宅の入居者募集（市営住

宅） 

兵庫県南あわじ市 05_公営住宅の募集 

令和元年6月1日 令和元年度第1回町営住宅入居者

募集 

北海道七飯町 05_公営住宅の募集 

令和元年6月1日 平成31年度第1回町営住宅入居者

募集 

北海道七飯町 05_公営住宅の募集 

令和元年6月1日 市営住宅について（空室情報掲

載  6月） 

北海道赤平市 05_公営住宅の募集 

令和元年6月1日 市営住宅の入居者を募集します

（令和元年6月） 

千葉県船橋市 05_公営住宅の募集 

令和元年6月1日 町営住宅入居者募集（田ノ口団

地･高岡団地･只海団地） 

愛媛県内子町 05_公営住宅の募集 

令和元年6月1日 公営住宅の入居者を募集します

【募集期間:6月3日（月曜日）～

6月14日（金曜日）】 

新潟県燕市 05_公営住宅の募集 

令和元年6月1日 令和元年度第1回市営住宅入居者

募集 

滋賀県彦根市 05_公営住宅の募集 

令和元年6月1日 令和元年第2回大牟田市営住宅入

居者募集について 

福岡県大牟田市 05_公営住宅の募集 

令和元年6月1日 令和元年度第1回(6月)市営住宅

入居者募集 

鹿児島県鹿児島市 05_公営住宅の募集 

令和元年6月3日 「しまねUターンIターン相談会

in東京」が開催されます 

島根県浜田市 04_移住・定住支援 

令和元年6月3日 現在の空き室状況 宮崎県えびの市 05_公営住宅の募集 

令和元年6月3日 市営住宅の入居者を募集します 愛媛県新居浜市 05_公営住宅の募集 

令和元年6月3日 市営住宅等の入居者募集のご案

内 

大阪府八尾市 05_公営住宅の募集 

令和元年6月3日 町営住宅の入居募集について 岩手県矢巾町 05_公営住宅の募集 

令和元年6月3日 町営住宅入居者の募集について 広島県大崎上島町 05_公営住宅の募集 

令和元年6月3日 町営住宅入居者募集 長野県富士見町 05_公営住宅の募集 

令和元年6月3日 第13回甲状腺検査評価部会（令

和元年6月3日）の資料について 

福島県 02_避難者の健康支援

（検査･検診） 
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令和元年6月3日 6月21日締め切り～市営住宅など

の入居希望者（補欠者）を募集

します 

佐賀県唐津市 05_公営住宅の募集 

令和元年6月3日 [新着情報]市営住宅の見学会を

行います（申込期間:6月3日～6

月7日、開催日:6月11日） 

北海道名寄市 05_公営住宅の募集 

令和元年6月3日 [新着情報]市営住宅の入居者募

集（申込6月12日から20日、抽選

会6月25日） 

北海道名寄市 05_公営住宅の募集 

令和元年6月3日 「令和元年9月入居分」市営住宅

入居者募集のお知らせ（申込締

切令和元年7月12日） 

和歌山県橋本市 05_公営住宅の募集

令和元年6月3日 ―市営住宅入居者募集のお知ら

せ 

岐阜県岐阜市 05_公営住宅の募集 

令和元年6月3日 市営住宅の入居者を募集（6月募

集） 

岐阜県恵那市 05_公営住宅の募集 

令和元年6月3日 市営住宅の入居者を募集します

【令和元年6月常時公募】（都市

整備局住宅政策課） 

広島県広島市 05_公営住宅の募集 

令和元年6月3日 町営住宅入居者募集（6月定期募

集） 

広島県海田町 05_公営住宅の募集 

令和元年6月3日 市営住宅の入居者募集【6月随時

募集】 

福岡県飯塚市 05_公営住宅の募集 

令和元年6月3日 町営住宅入居者募集中 青森県おいらせ町 05_公営住宅の募集 

令和元年6月4日 市営住宅入居者の随時募集につ

いて 

北海道旭川市 05_公営住宅の募集 

令和元年6月4日 甲状腺検査のお知らせ 福島県双葉町 02_避難者の健康支援

（検査･検診） 

令和元年6月4日 2019年度移住相談会のお知らせ 和歌山県橋本市 04_移住・定住支援 

令和元年6月4日 東京圏からの移住支援事業の実

施について 

岐阜県多治見市 04_移住・定住支援 

令和元年6月4日 移住支援金の対象となるかも?と

思った方はご相談を ! ! 

栃木県芳賀町 04_移住・定住支援 

令和元年6月4日 【東京】「とっとり岩美移住･交

流フェア～いわみ暮らしの夢

を、叶えるために !～」が開催

されます ! 

鳥取県岩美町 04_移住・定住支援 

令和元年6月4日 市営住宅入居者募集(令和元年6

月) 

兵庫県たつの市 05_公営住宅の募集 

令和元年6月4日 令和元年度第1回市営住宅入居者

の定期募集（終了しました） 

北海道旭川市 05_公営住宅の募集 

令和元年6月4日 令和元年5月区営住宅（あき家）

入居者募集抽選結果 

東京都千代田区 05_公営住宅の募集 

令和元年6月4日 ユニバーサルデザイン住宅等改

修資金補助制度 

埼玉県蓮田市 06_住宅改修・リフォ

ーム支援 

令和元年6月5日 市営住宅の入居者を募集しま

す。 

兵庫県朝来市 05_公営住宅の募集 

令和元年6月5日 町営住宅入居者募集のお知らせ 福島県会津美里町 05_公営住宅の募集 

令和元年6月5日 栃木県に移住して最大100万円支

給 !栃木県移住支援事業につい

て｜くらし｜那珂川町 

栃木県那珂川町 04_移住・定住支援 
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令和元年6月5日 令和元年度第1回市営住宅入居者

の定期募集 公開抽選会結果 

北海道旭川市 05_公営住宅の募集 

令和元年6月5日 村営住宅（大玉村特定公共賃貸

住宅）入居者募集について 

福島県大玉村 05_公営住宅の募集 

令和元年6月5日 県営住宅について [建築住宅課 

6月5日] 

青森県 05_公営住宅の募集 

令和元年6月5日 平成31年度住宅リフォーム補助

制度 受付終了のお知らせ 

愛媛県八幡浜市 06_住宅改修・リフォ

ーム支援 

令和元年6月6日 鳥栖市公式ホームページ｜7/6

（土）佐賀県･長崎県合同Uター

ン･Iターン相談会in東京 

佐賀県鳥栖市 04_移住・定住支援 

令和元年6月6日 平成30年5月体験 千葉県在住 Ｔ

様夫妻｜移住･定住相談窓口｜北

海道十勝郡浦幌町 

北海道浦幌町 04_移住・定住支援 

令和元年6月6日 【新規補助】県外から伊達市に

移住し住宅を取得する方へ補助

します。 

福島県伊達市 04_移住・定住支援 

令和元年6月6日 市営住宅管理･入居者募集 愛知県豊田市 05_公営住宅の募集 

令和元年6月6日 令和元年度第1期市営住宅入居者

募集仮当選者抽選結果について 

長崎県佐世保市 05_公営住宅の募集 

令和元年6月6日 市営住宅入居者を募集します【7

月募集】 

長野県中野市 05_公営住宅の募集 

令和元年6月6日 住宅建設･改修のお役立ち情報 新潟県長岡市 06_住宅改修・リフォ

ーム支援 

令和元年6月7日 心の健康相談･うつ病家族教室･

ひきこもり家族教室 

福島県会津若松市 02_避難者の健康支援

（検査･検診） 

令和元年6月7日 空き家バンク - まちづくり 福島県南会津町 04_移住・定住支援、

06_住宅改修・リフォ

ーム支援 

令和元年6月7日 「でら旨いもん県 !天下一見ど

ころ市 !愛知･名古屋の観光物産

展リターンズ」を東京で開催し

ます ! 

愛知県 04_移住・定住支援 

令和元年6月7日 【7月28日（日）11時～】第3回

東北U･Iターン大相談会 

福島県 04_移住・定住支援 

令和元年6月10日 玉名市営住宅入居者募集 熊本県玉名市 05_公営住宅の募集 

令和元年6月10日 駒ヶ根市「お試し滞在」事業を

ご利用ください 

長野県駒ヶ根市 04_移住・定住支援 

令和元年6月10日 町営住宅入居者募集について 熊本県津奈木町 05_公営住宅の募集 

令和元年6月10日 まちなか居住支援事業は予算額

に達しました移住家族支援事業

は引き続き受付中です 

新潟県燕市 04_移住・定住支援 

令和元年6月10日 【二次募集】令和元年度「福島

に来て。」頑張る地域応援事業

（補助金）の公募について 

福島県 04_移住・定住支援 

令和元年6月10日 6月23日（日）、静岡まるごと移

住フェアが開催されます ! 

静岡県清水町 04_移住・定住支援 

令和元年6月10日 町営住宅の入居者募集（家族世

帯向 随時募集） 

東京都大島町 05_公営住宅の募集 

令和元年6月10日 市営住宅入居者募集(7月募集) 愛媛県八幡浜市 05_公営住宅の募集 



126 

令和元年6月10日 令和元年度第1回宇城市営住宅補

充入居者を募集します 

熊本県宇城市 05_公営住宅の募集 

令和元年6月10日 県営住宅の6月期入居募集 静岡県 05_公営住宅の募集 

令和元年6月10日 県営住宅の入居者を募集します

（優先入居） 

鳥取県北栄町 05_公営住宅の募集 

令和元年6月11日 移住支援金｜総合政策課｜嬬恋

村役場ホームページ 

群馬県嬬恋村 04_移住・定住支援 

令和元年6月11日 「移住支援金」の支給がはじま

ります ! - 弘前市 

青森県弘前市 04_移住・定住支援 

令和元年6月11日 【杉並区民交流事業】「南伊豆

町」を体験するツアー･田舎暮ら

し体験住宅のご紹介 

静岡県南伊豆町 04_移住・定住支援 

令和元年6月11日 町営住宅の入居者募集について

【かもめ団地21号棟】令和元年6

月25日(火)～令和元年7月9日

(火)まで 

秋田県八峰町 05_公営住宅の募集 

令和元年6月12日 八峰町空き家情報室 秋田県八峰町 04_移住・定住支援 

令和元年6月12日 ホールボディカウンターによる 

内部被ばく検査のお知らせ - 本

宮市 

福島県本宮市 02_避難者の健康支援

（検査･検診） 

令和元年6月12日 住宅改修費の支給 東京都立川市 06_住宅改修・リフォ

ーム支援 

令和元年6月13日 公営住宅･特定公共賃貸住宅の入

居者募集について 

北海道小清水町 05_公営住宅の募集 

令和元年6月13日 住宅リフォーム支援事業 北海道北広島市 04_移住・定住支援、

06_住宅改修・リフォ

ーム支援 

令和元年6月13日 公営住宅の入居者を募集します

｜くらしの情報｜羽幌町 

北海道羽幌町 05_公営住宅の募集 

令和元年6月14日 猿払村営住宅の入居者募集のお

知らせ 

北海道猿払村 05_公営住宅の募集 

令和元年6月14日 こうち東部移住フェアを開催し

ます 

高知県芸西村 04_移住・定住支援 

令和元年6月14日 ホールボディカウンターによる

内部被ばく検査結果（令和元年

度/平成31年度）の月別状況につ

いて 

福島県いわき市 02_避難者の健康支援

（検査･検診） 

令和元年6月14日 兵庫県移住支援事業･マッチング

支援事業について 

兵庫県 04_移住・定住支援 

令和元年6月14日 岡山県津山市･美咲町であなたに

ぴったりの仕事を見つけよう !

～｢第1回おかやま移住候補地体

感ツアー開催｣～ 

岡山県 04_移住・定住支援 

令和元年6月14日 移住定住ワンストップ相談窓口

を設置しました 

福井県敦賀市 04_移住・定住支援 

令和元年6月14日 東京で「ながさき×さが 合同U

ターン･Iターン相談会」が開催

されます ! 

長崎県佐世保市 04_移住・定住支援 

令和元年6月14日 【移住･暮らし相談会:東京都】

九州･山口･沖縄IJUフェア 

長崎県島原市 04_移住・定住支援 
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令和元年6月14日 7/1まで !町営住宅の入居者を募

集します 

岡山県久米南町 05_公営住宅の募集 

令和元年6月17日 Iターン者･Uターン者専用子育て

支援住宅入居者募集について 

北海道蘭越町 04_移住・定住支援 

令和元年6月17日 令和元年度第1回(6月)鹿児島市

営住宅入居者募集(受付延長) 

鹿児島県鹿児島市 05_公営住宅の募集 

令和元年6月17日 住宅の新築や改修に伴う固定資

産税の減額 

山口県萩市 06_住宅改修・リフォ

ーム支援 

令和元年6月17日 住宅新築リフォーム奨励金制度

について｜観光･産業･ビジネス

｜幕別町 

北海道幕別町 06_住宅改修・リフォ

ーム支援 

令和元年6月18日 都営住宅の入居者募集 東京都東村山市 05_公営住宅の募集 

令和元年6月18日 八峰町空き家情報室 秋田県八峰町 04_移住・定住支援 

令和元年6月18日 ☆南米からのおたより☆6月号

【ペルー】 

沖縄県浦添市 04_移住・定住支援 

令和元年6月18日 北秋田市移住支援金事業｜産業･

しごと｜秋田県北秋田市 

秋田県北秋田市 04_移住・定住支援 

令和元年6月18日 福祉用具･住宅改修のサービス利

用 

東京都葛飾区 06_住宅改修・リフォ

ーム支援 

令和元年6月19日 かほくらしでふるさと応援フェ

ア開催 

山形県河北町 04_移住・定住支援 

令和元年6月19日 「GIFTS PREMIUM」6月イベント

について 

岐阜県 04_移住・定住支援 

令和元年6月19日 町営住宅入居者の随時募集につ

いて 

広島県大崎上島町 05_公営住宅の募集 

令和元年6月19日 都営住宅地元募集公開抽せん結

果(令和元年5月) 

東京都三鷹市 05_公営住宅の募集 

令和元年6月20日 町営住宅入居者募集について 福島県新地町 05_公営住宅の募集 

令和元年6月20日 【オホーツクール】ロコ･ソラー

レの顔はめパネルがチ･カ･ホに

大集合 ! 

北海道美幌町 04_移住・定住支援 

令和元年6月20日 2019移住イベント 移住･定住相

談会の案内 

福井県あわら市 04_移住・定住支援 

令和元年6月20日 7月28日（日）第3回東北U･Iター

ン大相談会（東京･有楽町）に参

加します !｜各課のしごと｜秋

田県北秋田市 

秋田県北秋田市 04_移住・定住支援 

令和元年6月20日 ＜予告＞市営住宅の入居者を募

集します【令和元年7月常時公募

（新規分）】（都市整備局住宅政

策課） 

広島県広島市 05_公営住宅の募集 

令和元年6月20日 市営住宅の入居者を募集します

（令和元年10月1日入居分） 

茨城県常総市 05_公営住宅の募集 

令和元年6月20日 綾川町お試し住宅 香川県綾川町 06_住宅改修・リフォ

ーム支援 

令和元年6月21日 岩手県U･Iターンフェア（in赤

坂）

岩手県 04_移住・定住支援 

令和元年6月21日 愛媛県移住支援事業の実施につ

いて 

愛媛県 04_移住・定住支援 

令和元年6月24日 7月分伊那市営住宅の入居者募集

案内 

長野県伊那市 05_公営住宅の募集 
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令和元年6月24日 三陸防災復興プロジェクト2019 

さんりく音楽祭2019 佐渡裕&ス

ーパーキッズ･オーケストラ2019 

東日本大震災復興祈念演奏活動

「こころのビタミンプロジェク

ト in 宮古」開催♪ 

岩手県宮古市 03_避難者の交流･イベ

ント 

令和元年6月24日 東京等で広島県へのUIJターン転

職相談会を開催 ! 

広島県 04_移住・定住支援 

令和元年6月24日 片品村移住支援金について｜役

場の概要｜片品村役場ホームペ

ージ 

群馬県片品村 04_移住・定住支援 

令和元年6月24日 市営住宅への新規入居者を（随

時）募集しています 

岐阜県大垣市 05_公営住宅の募集 

令和元年6月24日 公営住宅入居申込について 

（7月募集） 

北海道北見市 05_公営住宅の募集 

令和元年6月24日 市営住宅の入居者を募集します

（令和元年6月）※受付終了しま

した※ 

千葉県船橋市 05_公営住宅の募集 

令和元年6月24日 令和元年5月下旬都営住宅地元割

当･区営住宅入居者募集抽せん結

果 

東京都足立区 05_公営住宅の募集 

令和元年6月24日 【上尾市省エネ住宅改修補助

金】平成31年度予算残額につい

て（6月24日現在） 

埼玉県上尾市 06_住宅改修・リフォ

ーム支援 

令和元年6月24日 町営住宅玉城団地改修工事実施

設計委託業務 

鹿児島県和泊町 06_住宅改修・リフォ

ーム支援 

令和元年6月25日 県営住宅入居者募集について 沖縄県 05_公営住宅の募集 

令和元年6月25日 市営住宅入居者募集 栃木県宇都宮市 05_公営住宅の募集 

令和元年6月25日 空き家バンク - まちづくり 福島県南会津町 04_移住・定住支援、

06_住宅改修・リフォ

ーム支援 

令和元年6月25日 【7月7日開催】しまねUターンI

ターン相談会in東京 

島根県益田市 04_移住・定住支援 

令和元年6月25日 長岡地域定住自立圏事業「ソフ

トテニス講習会」開催のご案内 

新潟県小千谷市 04_移住・定住支援 

令和元年6月25日 第2回こうち東部移住フェアの開

催について 

高知県東洋町 04_移住・定住支援 

令和元年6月25日 令和元年6月公営住宅募集につい

て 

北海道新ひだか町 05_公営住宅の募集 

令和元年6月25日 県営住宅入居募集のご案内（令

和元年6月25日更新） 

福島県 05_公営住宅の募集 

令和元年6月25日 県営住宅（支援対象避難者向

け）入居募集のご案内（令和元

年6月25日更新） 

福島県 05_公営住宅の募集 

令和元年6月25日 市営住宅の7月募集入居申し込み

方法 

長野県長野市 05_公営住宅の募集 

令和元年6月25日 市営住宅入居者募集一覧（令和

元年7月分） 

鳥取県米子市 05_公営住宅の募集 

令和元年6月26日 市営住宅の入居者を募集します 愛知県西尾市 05_公営住宅の募集 

令和元年6月26日 市営住宅入居者募集 富山県南砺市 05_公営住宅の募集 
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令和元年6月26日 東京23区に在住または通勤して

いる人が対象の移住支援金 

京都府亀岡市 04_移住・定住支援 

令和元年6月26日 市営住宅の入居者7月定期募集 岐阜県下呂市 05_公営住宅の募集 

令和元年6月26日 市営住宅入居者募集中（7月） 香川県観音寺市 05_公営住宅の募集 

令和元年6月26日 村営住宅入居者募集【西の岡団

地Ⅱ 322号室】 

高知県芸西村 05_公営住宅の募集 

令和元年6月26日 村営住宅入居者募集【憩ヶ丘コ

ーポ215号室】 

高知県芸西村 05_公営住宅の募集 

令和元年6月26日 【上尾市省エネ住宅改修補助

金】平成31年度予算残額につい

て（6月26日現在） 

埼玉県上尾市 06_住宅改修・リフォ

ーム支援 

令和元年6月27日 空き家情報 岩手県雫石町 04_移住・定住支援 

令和元年6月27日 館林の移住･定住情報 群馬県館林市 04_移住・定住支援 

令和元年6月27日 空き家バンク - まちづくり 福島県南会津町 04_移住・定住支援、

06_住宅改修・リフォ

ーム支援 

令和元年6月27日 【毎月開催 !】お仕事帰りのふ

くしま移住相談会 次回は7月24

日開催 ! 

福島県 04_移住・定住支援 

令和元年6月27日 桐生市移住支援補助金 群馬県桐生市 04_移住・定住支援 

令和元年6月27日 令和元年度第1回（6月）鹿児島

市営住宅入居予定者募集抽せん

結果 

鹿児島県鹿児島市 05_公営住宅の募集 

令和元年6月27日 清里町住宅改修等事業｜産業情

報｜北海道清里町 

北海道清里町 06_住宅改修・リフォ

ーム支援 

令和元年6月28日 町営住宅等の入居者募集のお知

らせ テンプレート 

北海道津別町 05_公営住宅の募集 

令和元年6月28日 町営住宅入居者募集（令和元年7

月分） 

大分県日出町 05_公営住宅の募集 

令和元年6月28日 令和元年度市営住宅募集につい

て 

愛媛県四国中央市 05_公営住宅の募集 

令和元年6月29日 市営住宅の入居者募集 京都府宇治市 05_公営住宅の募集 

令和元年6月29日 8月3日（土）～4日（日）開催 

「南信州移住体験ツアー」｜新

着情報｜豊丘村 

長野県豊丘村 04_移住・定住支援 

令和元年6月30日 市営住宅の入居者を募集します 鳥取県境港市 05_公営住宅の募集 

令和元年7月1日 ［お知らせ］市営住宅の入居者

募集について 

富山県砺波市 05_公営住宅の募集 

令和元年7月1日 現在の空き室状況 宮崎県えびの市 05_公営住宅の募集 

令和元年7月1日 市営住宅の入居者を募集します 茨城県行方市 05_公営住宅の募集 

令和元年7月1日 市営住宅入居者の募集について 北海道赤平市 05_公営住宅の募集 

令和元年7月1日 市営住宅入居者募集 岩手県久慈市 05_公営住宅の募集 

令和元年7月1日 市営住宅入居者募集 千葉県香取市 05_公営住宅の募集 

令和元年7月1日 市営住宅入居者募集 北海道歌志内市 05_公営住宅の募集 

令和元年7月1日 市営住宅入居者募集 北海道北広島市 05_公営住宅の募集 

令和元年7月1日 市営住宅入居者募集について 京都府南丹市 05_公営住宅の募集 
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令和元年7月1日 町営住宅の入居者を募集します

｜くらし･手続き｜北海道弟子屈

町 

北海道弟子屈町 05_公営住宅の募集 

令和元年7月1日 町営住宅等の入居者募集につい

て 

鳥取県琴浦町 05_公営住宅の募集 

令和元年7月1日 町営住宅入居者募集 長野県富士見町 05_公営住宅の募集 

令和元年7月1日 町営住宅入居者募集 福島県三春町 05_公営住宅の募集 

令和元年7月1日 町営住宅入居者募集案内 栃木県壬生町 05_公営住宅の募集 

令和元年7月1日 町営住宅入居募集 愛知県美浜町 05_公営住宅の募集 

令和元年7月1日 移住支援金 山形県上山市 04_移住・定住支援 

令和元年7月1日 東京圏からの移住に対する支援

金の交付について 

岐阜県土岐市 04_移住・定住支援 

令和元年7月1日 東京圏から岐阜市へ移住される

方へ 移住支援金のご案内 

岐阜県岐阜市 04_移住・定住支援 

令和元年7月1日 ひとり親のための合同移住相談

会を開催します 

島根県浜田市 04_移住・定住支援 

令和元年7月1日 太田市｜太田市移住支援金事業 群馬県太田市 04_移住・定住支援 

令和元年7月1日 青森市へ移住し起業したかたへ

最大100万円の移住支援金を支給

します 

青森県青森市 04_移住・定住支援 

令和元年7月1日 【7月14日】「住む×働く×鳥取

県 移住フェアin東京」に参加し

ます ! 

鳥取県岩美町 04_移住・定住支援 

令和元年7月1日 市営住宅について（空室情報掲

載 7月） 

北海道赤平市 05_公営住宅の募集 

令和元年7月1日 令和元年度市営住宅入居募集の

ご案内 

大阪府岸和田市 05_公営住宅の募集 

令和元年7月1日 市営住宅の入居者を募集します

【令和元年7月常時公募】（都市

整備局住宅政策課） 

広島県広島市 05_公営住宅の募集 

令和元年7月1日 町営住宅の入居者募集（新中組

団地） 

愛媛県内子町 05_公営住宅の募集 

令和元年7月1日 令和元年度 市営住宅入居者一斉

募集を開始します 

愛媛県西条市 05_公営住宅の募集 

令和元年7月1日 公営住宅の入居者を募集します

【募集期間:7月1日（月曜日）～

7月12日（金曜日）まで】 

新潟県燕市 05_公営住宅の募集 

令和元年7月1日 都営住宅地元割当の空き室入居

者を募集します（元年7月1日） 

東京都杉並区 05_公営住宅の募集 

令和元年7月1日 令和元年度（2019年度）豊中市

住宅の窓断熱リフォーム支援補

助金のご案内（申込受付は終了

しました） 

大阪府豊中市 06_住宅改修・リフォ

ーム支援 

令和元年7月1日 住宅･建築物土砂災害対策改修補

助事業 

愛知県豊田市 06_住宅改修・リフォ

ーム支援 

令和元年7月1日 シロアリについて 東京都世田谷区 06_住宅改修・リフォ

ーム支援 

令和元年7月1日 建築士と福祉用具専門家が教え

る住宅改修のポイント 

東京都杉並区 06_住宅改修・リフォ

ーム支援 
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令和元年7月1日 町営住宅玉城団地改修工事実施

設計委託業務(質問に対する回答

書) 

鹿児島県和泊町 06_住宅改修・リフォ

ーム支援 

令和元年7月2日 移住者運転免許取得支援補助金･

安全運転支援補助金 

富山県入善町 04_移住・定住支援 

令和元年7月2日 【7/2更新】空き家バンクに関す

る情報公開 

岩手県田野畑村 04_移住・定住支援 

令和元年7月2日 津南町移住･就業等支援事業補助

金のご案内 

新潟県津南町 04_移住・定住支援 

令和元年7月2日 10月12～13日開催 !会津若松市

移住縁結びツアー 

福島県 04_移住・定住支援 

令和元年7月2日 【移住･暮らし相談会:東京都】

ながさき×さが 合同Uターン･I

ターン相談会 

長崎県島原市 04_移住・定住支援 

令和元年7月2日 市営住宅などの入居者を募集

（随時） 

岐阜県恵那市 05_公営住宅の募集 

令和元年7月2日 令和元年度第1回市営住宅（抽選

対象住宅） 入居者の募集 

広島県呉市 05_公営住宅の募集 

令和元年7月2日 市営住宅入居者を募集（応募期

限は7月18日） 

広島県江田島市 05_公営住宅の募集 

令和元年7月2日 住宅のバリアフリー改修に伴う

固定資産税の減額制度 

愛知県豊田市 06_住宅改修・リフォ

ーム支援 

令和元年7月2日 住宅の省エネ改修に伴う固定資

産税の減額制度 

愛知県豊田市 06_住宅改修・リフォ

ーム支援 

令和元年7月3日 空き家バンク - まちづくり 福島県南会津町 04_移住・定住支援、

06_住宅改修・リフォ

ーム支援 

令和元年7月3日 移住支援金 石川県津幡町 04_移住・定住支援、

05_公営住宅の募集 

令和元年7月3日 7/6土曜日【東京】嬉野市も出

展 !移住相談会 !ぜひおいで下

さい ! 

佐賀県嬉野市 04_移住・定住支援 

令和元年7月3日 移住定住支援制度 富山県入善町 04_移住・定住支援 

令和元年7月3日 「信州なかの移住相談会in銀座

NAGANO」を開催します !【7月28

日】 

長野県中野市 04_移住・定住支援 

令和元年7月3日 こうち東部移住ツアーの開催に

ついて 

高知県東洋町 04_移住・定住支援 

令和元年7月4日 町営住宅入居者募集について 秋田県井川町 05_公営住宅の募集 

令和元年7月4日 山形県飯豊町／町営住宅入居者

募集について 

山形県飯豊町 05_公営住宅の募集 

令和元年7月4日 心の健康相談会 新潟県南魚沼市 02_避難者の健康支援

（検査･検診） 

令和元年7月4日 あいづみさと移住支援事業（移

住支援金給付）のお知らせ 

福島県会津美里町 04_移住・定住支援 

令和元年7月4日 県営住宅入居者募集(令和元年7

月) 

兵庫県たつの市 05_公営住宅の募集 

令和元年7月4日 市営高坂荘リノベーション住宅

入居者募集（子育て･若年世帯向

け） 

愛知県名古屋市 06_住宅改修・リフォ

ーム支援 
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令和元年7月4日 「2019年度 北見市住宅エコ改修

補助事業」申請状況について 

北海道北見市 06_住宅改修・リフォ

ーム支援 

令和元年7月5日 市営住宅の入居者を募集しま

す。 

兵庫県朝来市 05_公営住宅の募集 

令和元年7月5日 市営住宅入居者募集について(7

月5日号) 

鹿児島県いちき串

木野市 

05_公営住宅の募集 

令和元年7月5日 ≪東日本大震災で避難された方

へ≫ 健康診査のお知らせ 

福井県南越前町 02_避難者の健康支援

（検査･検診） 

令和元年7月5日 大和町移住支援事業補助金の受

付を開始します 

宮城県大和町 04_移住・定住支援 

令和元年7月5日 (募集終了いたしました)【移住

体験ツアー参加者募集】令和元

年8月3日（土）～4日（日）夏の

尾花沢市移住体験ツアーを開催

します ! 

山形県尾花沢市 04_移住・定住支援 

令和元年7月5日 【移住体験ツアー参加者募集】

令和元年8月3日（土）～4日

（日）夏の尾花沢市移住体験ツ

アーを開催します ! 

山形県尾花沢市 04_移住・定住支援 

令和元年7月5日 「第3回東北U･Iターン大相談

会」に八峰町が参加します !

（R1.7.28開催） 

秋田県八峰町 04_移住・定住支援 

令和元年7月5日 Uターン･Iターンの相談会が東京

で開催 !（7月6日） 

長崎県南島原市 04_移住・定住支援 

令和元年7月5日 【残りわずか】岡山地区道営住

宅の入居者募集 ! 

北海道三笠市 05_公営住宅の募集 

令和元年7月5日 福島県多世代同居･近居推進事業

の第一回抽選結果及び第2回募集

のお知らせ 

福島県 06_住宅改修・リフォ

ーム支援 

令和元年7月8日 北海道UIJターン新規就業支援事

業のお知らせ 

北海道函館市 04_移住・定住支援 

令和元年7月8日 【初開催】盛岡エリア移住相談

会「盛岡エリアくらしホンネト

ーク」 

岩手県 04_移住・定住支援 

令和元年7月8日 プレスリリース:【移住希望者向

け】1泊2日個別「無料」移住体

験ツアーセミナーを開催しま

す ! 

愛媛県西条市 04_移住・定住支援 

令和元年7月8日 あおもり移住起業支援事業費補

助金のご案内 

青森県むつ市 04_移住・定住支援 

令和元年7月8日 沖縄市営住宅 シルバーハウジン

グ入居募集 

沖縄県沖縄市 05_公営住宅の募集 

令和元年7月8日 令和元年度第2回 市営住宅入居

者募集 

山形県新庄市 05_公営住宅の募集 

令和元年7月8日 令和元年7月市営住宅の入居者を

募集します 

東京都立川市 05_公営住宅の募集 

令和元年7月9日 先着順により県営住宅の入居者

を募集します 

愛知県 05_公営住宅の募集 

令和元年7月9日 ちょっと暮らし利用申込みにつ

いて 

北海道美幌町 04_移住・定住支援 

令和元年7月9日 福島再生加速化交付金（帰還環

境整備）事業計画について 

福島県中島村 01_帰還・生活再建等

支援や就職・教育支援 
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令和元年7月9日 住宅改修費の支給申請について 千葉県袖ケ浦市 06_住宅改修・リフォ

ーム支援 

令和元年7月9日 山形県沖を震源とする地震によ

る村上市被災住宅リフォーム事

業補助金 

新潟県村上市 06_住宅改修・リフォ

ーム支援 

令和元年7月10日 市営住宅の入居者を募集します 兵庫県三田市 05_公営住宅の募集 

令和元年7月10日 空き家バンク - まちづくり 福島県南会津町 04_移住・定住支援、

06_住宅改修・リフォ

ーム支援 

令和元年7月10日 わくわく益田生活実現支援事業

移住支援金 

島根県益田市 04_移住・定住支援 

令和元年7月10日 令和元年度第1回吹田市営住宅入

居者募集抽選結果のお知らせ 

大阪府吹田市 05_公営住宅の募集 

令和元年7月11日 町営住宅入居者募集のお知らせ 福島県猪苗代町 05_公営住宅の募集 

令和元年7月11日 【協力隊奮闘記】平成31年度 そ

の5 

山形県尾花沢市 04_移住・定住支援 

令和元年7月11日 第3回「移住者の集い」の開催に

ついて 

鳥取県江府町 04_移住・定住支援 

令和元年7月11日 公営住宅の入居者を募集します

｜くらしの情報｜羽幌町 

北海道羽幌町 05_公営住宅の募集 

令和元年7月11日 車いす使用者向け身体障害者用

区営住宅（世帯）入居者募集 

東京都荒川区 05_公営住宅の募集 

令和元年7月11日 令和元年8月上旬都営住宅入居者

募集 

東京都足立区 05_公営住宅の募集 

令和元年7月11日 【随時募集】学生の東谷市営住

宅入居者を募集します 

福岡県大牟田市 05_公営住宅の募集 

令和元年7月11日 村営住宅入居者募集 長野県木祖村 05_公営住宅の募集 

令和元年7月12日 市営住宅の入居者募集について 鳥取県境港市 05_公営住宅の募集 

令和元年7月12日 取手市への移住に支援をしま

す ! 

茨城県取手市 04_移住・定住支援 

令和元年7月12日 「南信州保護者向け就活セミナ

ー」の開催のお知らせ 

長野県喬木村 04_移住・定住支援 

令和元年7月12日 いよいよ明日です ! ! 「とっと

り岩美移住･交流フェア～いわみ

暮らしの夢を、叶えるために !

～」が開催されます ! 

鳥取県岩美町 04_移住・定住支援 

令和元年7月12日 令和元年度第2回市営住宅入居者

の定期募集 

北海道旭川市 05_公営住宅の募集 

令和元年7月12日 ◇◆令和元年度 市営住宅入居者

募集（第2回）◆◇ 

山形県尾花沢市 05_公営住宅の募集 

令和元年7月12日 鎌倉市営住宅入居者選考委員会

の傍聴者募集について 

神奈川県鎌倉市 05_公営住宅の募集 

令和元年7月12日 県営住宅の7月の入居者募集 静岡県 05_公営住宅の募集 

令和元年7月12日 住宅リフォーム補助事業の受付

終了について 

山梨県甲州市 06_住宅改修・リフォ

ーム支援 

令和元年7月15日 市営住宅の入居者を募集しま

す。〔募集期間 : 令和元年7月16

日～7月31日〕 

千葉県佐倉市 05_公営住宅の募集 

令和元年7月16日 市営住宅入居者を募集します 千葉県袖ケ浦市 05_公営住宅の募集 
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令和元年7月16日 東団地 入居者募集情報 山形県河北町 05_公営住宅の募集 

令和元年7月16日 ちょっと暮らし利用申込みにつ

いて 

北海道美幌町 04_移住・定住支援 

令和元年7月16日 職場のハラスメント集中相談会 福岡県行橋市 02_避難者の健康支援

（検査･検診） 

令和元年7月16日 しまねUターンIターンフェア

2019の開催について 

島根県隠岐の島町 04_移住・定住支援 

令和元年7月16日 ☆南米からのおたより☆7月号

【アルゼンチン】 

沖縄県浦添市 04_移住・定住支援 

令和元年7月16日 「出張移住相談デスク@有楽町」

開催のお知らせ 

福島県喜多方市 04_移住・定住支援 

令和元年7月16日 村営住宅入居希望者募集につい

て 

沖縄県東村 05_公営住宅の募集 

令和元年7月16日 7/31まで !町営住宅の入居者を

募集します 

岡山県久米南町 05_公営住宅の募集 

令和元年7月16日 住宅リフォーム補助事業の受付

終了について 

山梨県甲州市 06_住宅改修・リフォ

ーム支援 

令和元年7月16日 飯山市住宅屋根克雪化事業補助

金のお知らせ 

長野県飯山市 06_住宅改修・リフォ

ーム支援 

令和元年7月17日 令和元年度【宜野湾市住宅リフ

ォーム支援事業】はじまりまし

た。 

沖縄県宜野湾市 06_住宅改修・リフォ

ーム支援 

令和元年7月18日 農地付き空き家について 山口県萩市 04_移住・定住支援 

令和元年7月18日 東京圏からのU･Iターン者に移住

支援金を支給します ! 

福井県敦賀市 04_移住・定住支援 

令和元年7月18日 令和元年6月市営住宅入居者募集

公開抽選結果について（都市計

画局） 

京都府京都市 05_公営住宅の募集 

令和元年7月18日 令和元年7月 市営住宅入居者募

集のお知らせ 

島根県浜田市 05_公営住宅の募集 

令和元年7月19日 市営住宅入居者募集の選考･抽選

結果 

京都府宇治市 05_公営住宅の募集 

令和元年7月19日 子育て定住支援賃貸住宅につい

て（避難者向け） 

福島県福島市 01_帰還・生活再建等

支援や就職・教育支

援、04_移住・定住支

援 

令和元年7月19日 青森県合同移住フェアを開催し

ます ! [地域活力振興課 7月19

日] 

青森県 04_移住・定住支援 

令和元年7月19日 7月28日 第3回東北U･Iターン大

相談会（於:東京 有楽町） 

青森県八戸市 04_移住・定住支援 

令和元年7月19日 市営住宅の入居者募集（令和元

年8月) 

兵庫県篠山市 05_公営住宅の募集 

令和元年7月19日 令和元年度 世田谷区環境配慮型

住宅リノベーション推進事業補

助金 

東京都世田谷区 06_住宅改修・リフォ

ーム支援 

令和元年7月20日 都営住宅入居者募集の案内･申込

書を配布します（家族向ポイン

ト方式、単身者向･シルバーピ

ア） 

東京都中野区 05_公営住宅の募集 
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令和元年7月22日 林業･木材産業就業拡大支援事業

実施業務委託について 

栃木県 04_移住・定住支援 

令和元年7月22日 『第3回 東北U･Iターン大相談

会』開催案内 

青森県青森市 04_移住・定住支援 

令和元年7月23日 移住･定住についてのご相談｜町

の情報｜佐呂間町 

北海道佐呂間町 04_移住・定住支援 

令和元年7月23日 令和元年8月期市営住宅の入居者

募集について 

北海道網走市 05_公営住宅の募集 

令和元年7月23日 令和元年8月 都営住宅入居者募

集 

東京都稲城市 05_公営住宅の募集 

令和元年7月23日 令和元年8月都営住宅の入居者募

集 

東京都葛飾区 05_公営住宅の募集 

令和元年7月23日 令和元年8月都営住宅の入居者募

集 

東京都立川市 05_公営住宅の募集 

令和元年7月24日 【8月24日】「いせ移住体感ツア

ーVol.2」を開催します 

三重県伊勢市 04_移住・定住支援 

令和元年7月24日 移住希望者を対象とした「夏の

安曇野体験会」を開催します 

長野県安曇野市 04_移住・定住支援 

令和元年7月24日 公営住宅入居申込について 

（8月募集） 

北海道北見市 05_公営住宅の募集 

令和元年7月24日 令和元年07月24日発行 まちのお

知らせ（回覧板） - 行政情報 

福島県南会津町 05_公営住宅の募集 

令和元年7月25日 市営住宅入居者募集 栃木県宇都宮市 05_公営住宅の募集 

令和元年7月25日 町営住宅の入居者を募集します 長野県小布施町 05_公営住宅の募集 

令和元年7月25日 都営住宅の入居者を募集します 東京都東久留米市 05_公営住宅の募集 

令和元年7月25日 8月分伊那市営住宅の入居者募集

案内 

長野県伊那市 05_公営住宅の募集 

令和元年7月25日 【中山間地域研究センター】参

加者募集:田舎暮らしの家計を設

計してみよう体験会を開催しま

す 

島根県 04_移住・定住支援 

令和元年7月25日 熊本県立農業大学校からのお知

らせ 

熊本県玉名市 04_移住・定住支援 

令和元年7月25日 町営住宅の入居者募集 ! 岐阜県揖斐川町 05_公営住宅の募集 

令和元年7月25日 市営住宅の入居者募集【8月定期

公募】 

福岡県飯塚市 05_公営住宅の募集 

令和元年7月25日 令和元年度第3回福島県復興公営

住宅入居者募集のお知らせ 

福島県 05_公営住宅の募集 

令和元年7月25日 県営住宅（支援対象避難者向

け）入居募集のご案内（令和元

年7月25日更新） 

福島県 05_公営住宅の募集 

令和元年7月25日 県営住宅入居募集のご案内（令

和元年7月25日更新） 

福島県 05_公営住宅の募集 

令和元年7月25日 市営住宅の8月募集入居申し込み

方法 

長野県長野市 05_公営住宅の募集 

令和元年7月25日 市営住宅入居者募集一覧（令和

元年8月分） 

鳥取県米子市 05_公営住宅の募集 

令和元年7月26日 市営住宅の入居者を募集します 愛知県西尾市 05_公営住宅の募集 

令和元年7月26日 市営住宅入居者募集 富山県南砺市 05_公営住宅の募集 
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令和元年7月26日 町営住宅入居者の募集について 滋賀県日野町 05_公営住宅の募集 

令和元年7月26日 福島県復興公営住宅入居者募集

について（福島県からのお知ら

せ） 

福島県双葉町 05_公営住宅の募集 

令和元年7月26日 土曜夜市復活祭とつくみ乾杯大

会が開催されます ! 

大分県津久見市 04_移住・定住支援 

令和元年7月26日 ひろしま瀬戸内移住フェア『二

拠点ワークラボ』を開催します 

広島県 04_移住・定住支援 

令和元年7月26日 移住支援金制度をご活用くださ

い 

新潟県長岡市 04_移住・定住支援 

令和元年7月26日 【毎月開催 !】お仕事帰りのふ

くしま移住相談会 次回は8月28

日開催 ! 

福島県 04_移住・定住支援 

令和元年7月26日 水沼定住促進住宅内覧会 群馬県桐生市 04_移住・定住支援 

令和元年7月26日 令和元年8月都営住宅入居者募集 東京都小金井市 05_公営住宅の募集 

令和元年7月26日 市営住宅等の入居者募集（2019

年8月） 

山口県下関市 05_公営住宅の募集 

令和元年7月26日 町営住宅入居及び定住促進住宅

者募集について 

熊本県津奈木町 05_公営住宅の募集 

令和元年7月26日 市営住宅（随時募集団地）の入

居者を募集します 

福井県坂井市 05_公営住宅の募集 

令和元年7月27日 移住支援金の支給について 福島県金山町 04_移住・定住支援 

令和元年7月27日 草場紅葉台町営住宅入居者募集

のお知らせ 

福岡県久山町 05_公営住宅の募集 

令和元年7月29日 空き家情報 岩手県雫石町 04_移住・定住支援 

令和元年7月29日 町営住宅の入居募集について 岩手県矢巾町 05_公営住宅の募集 

令和元年7月29日 村営住宅入居者募集開始 高知県北川村 05_公営住宅の募集 

令和元年7月29日 第13回甲状腺検査評価部会（令

和元年6月3日）の議事録につい

て 

福島県 02_避難者の健康支援

（検査･検診） 

令和元年7月29日 [新着情報]深川市UIJターン新規

就業支援事業 

北海道深川市 04_移住・定住支援 

令和元年7月29日 移住者交流会を開催しました 埼玉県行田市 04_移住・定住支援 

令和元年7月29日 津久見市の事業所支援制度 大分県津久見市 04_移住・定住支援 

令和元年7月29日 平成30年度の飯山市移住者数は

過去最高の109人を記録しました 

長野県飯山市 04_移住・定住支援 

令和元年7月29日 防府市営住宅入居者募集のお知

らせ(令和元年8月分) 

山口県防府市 05_公営住宅の募集 

令和元年7月29日 岩手県災害公営住宅入居者募集

案内（第1回追加募集）について 

岩手県 05_公営住宅の募集 

令和元年7月29日 ＜予告＞市営住宅の入居者を募

集します【令和元年8月常時公募

（新規分）】（都市整備局住宅政

策課） 

広島県広島市 05_公営住宅の募集 

令和元年7月30日 都営住宅の入居者募集 東京都東村山市 05_公営住宅の募集 

令和元年7月30日 新潟･長野･山梨･静岡 中央日本4

県合同移住相談会&セミナーを開

催します（8月12日東京） 

新潟県 04_移住・定住支援 
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令和元年7月30日 「帰省のついでに移住相談会&空

き家活用相談会」を開催しま

す !【8月13日～16日】 

長野県中野市 04_移住・定住支援 

令和元年7月30日 令和元年度個人住宅リフォーム

資金補助金の受付を終了しまし

た。 

埼玉県朝霞市 06_住宅改修・リフォ

ーム支援 

令和元年7月31日 市営住宅入居者募集について 神奈川県逗子市 05_公営住宅の募集 

令和元年7月31日 町営住宅入居募集 愛知県美浜町 05_公営住宅の募集 

令和元年7月31日 町営住宅等の入居者募集のお知

らせ テンプレート 

北海道津別町 05_公営住宅の募集 

令和元年7月31日 長岡地域定住自立圏スポーツ振

興事業「ソフトテニス講習会」

を開催しました 

新潟県小千谷市 04_移住・定住支援 

令和元年7月31日 村営住宅(羽場団地2)入居者募集 長野県南箕輪村 05_公営住宅の募集 

令和元年7月31日 市営住宅（シルバーハウジン

グ）の入居者を募集します 

鳥取県境港市 05_公営住宅の募集 

令和元年7月31日 平成31年度「店舗新築･住宅等リ

フォーム等促進事業補助金」 

三重県伊勢市 06_住宅改修・リフォ

ーム支援 

令和元年8月1日 ［お知らせ］市営住宅の入居者

募集について 

富山県砺波市 05_公営住宅の募集 

令和元年8月1日 【移住相談会:島原市会場】「お

かえりなさい島原へ !島原移住

相談会･空き家バンク登録相談

会」開催のおしらせ 

長崎県島原市 04_移住・定住支援 

令和元年8月1日 空き家情報 岩手県雫石町 04_移住・定住支援 

令和元年8月1日 現在の空き室状況 宮崎県えびの市 05_公営住宅の募集 

令和元年8月1日 市営住宅入居者募集 岩手県久慈市 05_公営住宅の募集 

令和元年8月1日 市営住宅入居者募集について

（音別地区） 

北海道釧路市 05_公営住宅の募集 

令和元年8月1日 町営住宅の入居者を募集します

｜くらし･手続き｜北海道弟子屈

町 

北海道弟子屈町 05_公営住宅の募集 

令和元年8月1日 町営住宅入居者募集のお知らせ 宮城県大郷町 05_公営住宅の募集 

令和元年8月1日 【能代山本定住自立圏 】能代市

で出会いイベントが開催されま

す 

秋田県三種町 04_移住・定住支援 

令和元年8月1日 ･生駒市営住宅の入居者を募集 奈良県生駒市 05_公営住宅の募集 

令和元年8月1日 大分県移住支援事業（移住支援

金の支給）について 

大分県 04_移住・定住支援 

令和元年8月1日 移住検討者や移住者の相談窓口

を拡大しました 

島根県浜田市 04_移住・定住支援 

令和元年8月1日 東京圏から村上市に移住しよう

とする皆さまへ（移住･就業支援

金について） 

新潟県村上市 04_移住・定住支援 

令和元年8月1日 移住支援金を活用して理想の暮

らしを叶えませんか? 

栃木県矢板市 04_移住・定住支援 

令和元年8月1日 市営住宅について（定期募集） 長野県千曲市 05_公営住宅の募集 

令和元年8月1日 令和元年度第1回池田市営住宅入

居者募集のご案内 

大阪府池田市 05_公営住宅の募集 
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令和元年8月1日 市営住宅の入居者募集（8月募

集） 

山口県萩市 05_公営住宅の募集 

令和元年8月1日 市営住宅入居者募集（令和元年8

月募集） 

山口県長門市 05_公営住宅の募集 

令和元年8月1日 市営住宅の入居者8月定期募集 岐阜県下呂市 05_公営住宅の募集 

令和元年8月1日 【8/30(金)締切】災害公営住宅

の入居者を募集します 

岩手県田野畑村 05_公営住宅の募集 

令和元年8月1日 市営住宅の入居者を募集します

【令和元年8月定期公募】（都市

整備局住宅政策課） 

広島県広島市 05_公営住宅の募集 

令和元年8月1日 市営住宅の入居者を募集します

【令和元年8月常時公募】（都市

整備局住宅政策課） 

広島県広島市 05_公営住宅の募集 

令和元年8月1日 町営住宅の入居者募集（土居第1

団地ほか） 

愛媛県内子町 05_公営住宅の募集 

令和元年8月1日 公営住宅の入居者を募集します

【募集期間:8月1日（木曜日）～

8月15日（木曜日）まで】 

新潟県燕市 05_公営住宅の募集 

令和元年8月1日 8月都営住宅入居者の募集 東京都昭島市 05_公営住宅の募集 

令和元年8月1日 都営住宅入居者の募集案内を配

布します（元年8月1日） 

東京都杉並区 05_公営住宅の募集 

令和元年8月1日 令和元年8月都営住宅入居者募集 東京都武蔵野市 05_公営住宅の募集 

令和元年8月1日 宇治市セーフティネット賃貸住

宅改修補助金の申し込みについ

て 

京都府宇治市 06_住宅改修・リフォ

ーム支援 

令和元年8月1日 移住･新婚･子育て･三世代同居の

世帯でリフォームをお考えの方

へ 

滋賀県彦根市 06_住宅改修・リフォ

ーム支援 

令和元年8月2日 甲状腺エコー検査費用の一部を

助成します／白井市ホームペー

ジ 

千葉県白井市 02_避難者の健康支援

（検査･検診） 

令和元年8月2日 くずまき暮らし体験ツアーにつ

いて 

岩手県葛巻町 04_移住・定住支援 

令和元年8月2日 “山口県で漁師になろう !” ～ 

山口県漁業就業支援フェアを開

催し ... 

山口県 04_移住・定住支援 

令和元年8月2日 下呂市「東京圏からの移住支援

金」 

岐阜県下呂市 04_移住・定住支援 

令和元年8月2日 前回好評につき、9月1日（日）

にいがた暮らしセミナー「にい

がたで探せる !ちょ～どいい暮

らしvol.2～私好みの移住体験ツ

アーを考えよう～」を開催しま

す（東京･有楽町） 

新潟県 04_移住・定住支援 

令和元年8月2日 移住支援金（上越市移住･就業支

援金） 

新潟県上越市 04_移住・定住支援 

令和元年8月2日 長岡市移住･就業支援事業補助金

をご活用ください 

新潟県長岡市 04_移住・定住支援 

令和元年8月2日 令和元年12月「親のためのUター

ン応援セミナー」を開催予定 ! 

長野県長野市 04_移住・定住支援 
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令和元年8月2日 【終了しました】7月28日 第3回

東北U･Iターン大相談会（於:東

京 有楽町） 

青森県八戸市 04_移住・定住支援 

令和元年8月2日 令和元年8月からの市営住宅入居

者募集について 

福岡県北九州市 05_公営住宅の募集 

令和元年8月2日 県営住宅について [建築住宅課 

8月2日] 

青森県 05_公営住宅の募集 

令和元年8月5日 [お知らせ]市営住宅の入居者を

募集します 

北海道深川市 05_公営住宅の募集 

令和元年8月5日 市営住宅の入居者を募集します 兵庫県朝来市 05_公営住宅の募集 

令和元年8月5日 生駒市移住･就業･起業支援事業

（移住支援金）のご案内 

奈良県生駒市 04_移住・定住支援 

令和元年8月5日 市営住宅入居者募集について(8

月5日号) 

鹿児島県いちき串

木野市 

05_公営住宅の募集 

令和元年8月6日 町営住宅入居者募集について 秋田県井川町 05_公営住宅の募集 

令和元年8月6日 【8月10～11日開催】「しょうば

らUターン･空き家相談会」 

広島県庄原市 04_移住・定住支援 

令和元年8月6日 『第3回 東北U･Iターン大相談

会』開催案内【終了しました】 

青森県青森市 04_移住・定住支援 

令和元年8月6日 【公開抽選結果】令和元年度第1

回 町営住宅入居者募集 

大阪府熊取町 05_公営住宅の募集 

令和元年8月7日 東京で定住相談会を開催しま

す ! 

兵庫県赤穂市 04_移住・定住支援 

令和元年8月7日 空き家バンク - まちづくり 福島県南会津町 04_移住・定住支援、

06_住宅改修・リフォ

ーム支援 

令和元年8月7日 UIJターン新規就業支援事業を実

施します 

北海道函館市 04_移住・定住支援 

令和元年8月7日 常陸太田市わくわく茨城生活実

現事業における移住支援金が始

まりました ! 

茨城県常陸太田市 04_移住・定住支援 

令和元年8月7日 【お盆休みに移住相談できま

す】

8/13(火),14(水),15(木),16(金)

UIターン移住相談会in須坂市役

所 

長野県須坂市 04_移住・定住支援 

令和元年8月7日 8月17日 移住支援金相談会のお

知らせ＠有楽町 

香川県 04_移住・定住支援 

令和元年8月7日 鳥取市移住支援金について 鳥取県鳥取市 04_移住・定住支援 

令和元年8月7日 2019年度札幌市住宅エコリフォ

ーム補助制度第2回受付を行いま

す。 

北海道札幌市 06_住宅改修・リフォ

ーム支援 

令和元年8月7日 福島県多世代同居･近居推進事業

の第二回募集のお知らせ 

福島県 06_住宅改修・リフォ

ーム支援 

令和元年8月8日 市営住宅入居者を募集します 埼玉県三郷市 05_公営住宅の募集 

令和元年8月8日 市営住宅入居者の随時募集につ

いて（終了しました） 

北海道旭川市 05_公営住宅の募集 

令和元年8月8日 東京圏から移住･就業される方に

移住支援金を支給する制度が始

まりました（UIJターン新規就業

支援事業） 

北海道苫小牧市 04_移住・定住支援 
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令和元年8月8日 夏がきた !つくみんウォーター

パークが開催されます ! 

大分県津久見市 04_移住・定住支援 

令和元年8月8日 島根に行ったUIターンエンジニ

アの本音を聞く会の開催につい

て 

島根県浜田市 04_移住・定住支援 

令和元年8月8日 『青森県合同移住フェア』開催

案内 

青森県青森市 04_移住・定住支援 

令和元年8月8日 菊川市移住就業支援事業費補助

金のご案内 

静岡県菊川市 04_移住・定住支援 

令和元年8月8日 令和元年6月の市営住宅入居者募

集に係る抽選結果を発表します 

神奈川県川崎市 05_公営住宅の募集 

令和元年8月9日 町営住宅の入居者を募集します 鳥取県北栄町 05_公営住宅の募集 

令和元年8月9日 町営住宅入居者募集のお知らせ 福島県会津美里町 05_公営住宅の募集 

令和元年8月9日 東近江市定住移住相談会を開催

します 

滋賀県東近江市 04_移住・定住支援 

令和元年8月9日 名張移住相談会in東京&なばりい

ろいろ知ってだあこ 

三重県名張市 04_移住・定住支援 

令和元年8月9日 東京圏からやまぐちへ !移住就

業支援事業が始まりました 

山口県周防大島町 04_移住・定住支援 

令和元年8月9日 常陸太田市わくわく茨城生活実

現事業における移住支援金が始

まりました ! 

茨城県常陸太田市 04_移住・定住支援 

令和元年8月9日 8月25日 青森県合同移住フェア

（於:東京 丸の内） 

青森県八戸市 04_移住・定住支援 

令和元年8月9日 令和元年度第1次(令和元年7月)

市営住宅入居者募集の応募状況

について（都市整備局） 

大阪府大阪市 05_公営住宅の募集 

令和元年8月9日 町営住宅の入居者募集について

【観海団地7号棟】令和元年8月9

日(金)～令和元年8月23日(金)ま

で 

秋田県八峰町 05_公営住宅の募集 

令和元年8月9日 県営住宅の8月の入居者募集 静岡県 05_公営住宅の募集 

令和元年8月9日 市営住宅（シルバーハウジン

グ）の入居者募集について 

鳥取県境港市 05_公営住宅の募集 

令和元年8月9日 住宅リフォーム助成事業の受付

を開始します（申請受付は終了

しました。） 

山口県防府市 06_住宅改修・リフォ

ーム支援 

令和元年8月12日 長岡地域定住自立圏スポーツ振

興事業兼小千谷市スポーツ協会

医科学セミナー「メンタル“ム

キムキ”セミナー」を開催しま

した

新潟県小千谷市 04_移住・定住支援 

令和元年8月13日 地元の都営住宅（シルバーピ

ア）の入居者を募集します 

東京都東久留米市 05_公営住宅の募集 

令和元年8月13日 抽選により県営住宅の入居者を

募集します 

愛知県 05_公営住宅の募集 

令和元年8月13日 県営住宅で入居者を募集してい

ます（県町団地、北町団地） 

長野県飯山市 05_公営住宅の募集 

令和元年8月13日 9/7土曜日【東京】嬉野市も出

展 !移住相談会 !ぜひおいで下

さい ! 

佐賀県嬉野市 04_移住・定住支援 
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令和元年8月13日 8月29日開催 !第3回ふくしま移

住準備セミナー 

福島県 04_移住・定住支援 

令和元年8月13日 【三次募集】令和元年度「福島

に来て。」頑張る地域応援事業

（補助金）の公募について 

福島県 04_移住・定住支援 

令和元年8月13日 【8月31日】とっとり移住･転職

休日相談会in東京 『とっとりの

夏の暮らし ! !～先輩移住者

は、”鳥取の夏の1週間”をこの

ように暮らしました。～』に参

加します ! 

鳥取県岩美町 04_移住・定住支援 

令和元年8月13日 鳥取市移住相談会 in 麒麟のま

ち【開催日:9/28(土)】を開催し

ます ! 

鳥取県鳥取市 04_移住・定住支援 

令和元年8月13日 公営住宅の入居者を募集します

（8/28〆切） 

和歌山県那智勝浦

町 

05_公営住宅の募集 

令和元年8月14日 宮崎県移住支援金制度がはじま

ります ! 

宮崎県 04_移住・定住支援 

令和元年8月14日 【UIJターン奨学金返還支援制

度】奨学金の返済を支援しま

す !【〆切間近 !9月30日まで】 

福井県坂井市 04_移住・定住支援 

令和元年8月14日 【8月公募】町営住宅入居者募集

について 

高知県中土佐町 05_公営住宅の募集 

令和元年8月15日 久留米市:移住支援補助金および

通勤定期利用補助金 

福岡県久留米市 04_移住・定住支援 

令和元年8月15日 周防大島町特定公共賃貸住宅及

び町営住宅等の入居者募集（令

和元年8月募集） 

山口県周防大島町 05_公営住宅の募集 

令和元年8月15日 9/2まで !町営住宅の入居者を募

集します 

岡山県久米南町 05_公営住宅の募集 

令和元年8月15日 [お知らせ]令和元年7月市営住宅

入居者募集の抽せん結果 

東京都八王子市 05_公営住宅の募集 

令和元年8月15日 町営住宅の入居者募集（家族世

帯向 随時募集） 

東京都大島町 05_公営住宅の募集 

令和元年8月15日 令和元年8月都営住宅シルバーピ

ア入居者の募集 

東京都武蔵野市 05_公営住宅の募集 

令和元年8月16日 平成25年度浦河生活体験事業

（体験移住）の募集｜くらしの

情報｜浦河町 

北海道浦河町 04_移住・定住支援 

令和元年8月16日 「島根に行ったUIターンエンジ

ニアの本音を聞く会」の開催に

ついて 

島根県隠岐の島町 04_移住・定住支援 

令和元年8月16日 久留米市:移住支援補助金が新し

くなります。 

福岡県久留米市 04_移住・定住支援 

令和元年8月16日 本日最終日 !【お盆休みに移住

相談できます】

8/13(火),14(水),15(木),16(金)

UIターン移住相談会in須坂市役

所 

長野県須坂市 04_移住・定住支援 

令和元年8月16日 令和元年度第1次(令和元年7月)

市営住宅入居者募集の抽選結果

について（都市整備局） 

大阪府大阪市 05_公営住宅の募集 
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令和元年8月16日 令和元年度第1次（令和元年7

月）市営住宅入居者募集に当選

された方へ（都市整備局） 

大阪府大阪市 05_公営住宅の募集 

令和元年8月16日 地元の都営住宅（シルバーピ

ア）の入居者を募集します（配

布期間変更） 

東京都東久留米市 05_公営住宅の募集 

令和元年8月19日 山形県飯豊町／町営住宅入居者

募集について 

山形県飯豊町 05_公営住宅の募集 

令和元年8月19日 「まつやま圏域移住&お仕事相談

会」に移住相談ブースを出展し

ます 

愛媛県伊予市 04_移住・定住支援 

令和元年8月19日 東京圏（東京･神奈川･千葉･埼

玉）から移住･就業された方へ移

住支援補助金を支給します 

新潟県阿賀野市 04_移住・定住支援 

令和元年8月19日 【8月実施】移住相談会･移住フ

ェアの開催日程について 

熊本県宇城市 04_移住・定住支援 

令和元年8月19日 大玉村移住支援金について 福島県大玉村 04_移住・定住支援 

令和元年8月19日 [新着情報]公営住宅の入居者募

集（新規募集） 

北海道上川町 05_公営住宅の募集 

令和元年8月19日 公営住宅入居申込について（8月

募集 抽選結果） 

北海道北見市 05_公営住宅の募集 

令和元年8月19日 町営住宅入居者を募集します

【入居者募集期間:令和元年 8月

19日～ 8月30日】 

岩手県雫石町 05_公営住宅の募集 

令和元年8月19日 町営住宅野田住宅入居者募集 鳥取県日野町 05_公営住宅の募集 

令和元年8月20日 区営住宅･福祉住宅のあき家入居

者･補欠登録者を募集します 

東京都中野区 05_公営住宅の募集 

令和元年8月20日 高速道路無料措置の適用には、

「ふるさと帰還通行カード」が

必要になります 

福島県南相馬市 01_帰還・生活再建等

支援や就職・教育支援 

令和元年8月20日 被災者への支援情報 福島県相馬市 01_帰還・生活再建等

支援や就職・教育支援 

令和元年8月20日 神戸市:自立支援医療（精神通院

医療） 

兵庫県神戸市 02_避難者の健康支援

（検査･検診） 

令和元年8月20日 ＜予告＞市営住宅の入居者を募

集します【令和元年9月常時公募

（新規分）】（都市整備局住宅政

策課） 

広島県広島市 05_公営住宅の募集 

令和元年8月20日 共同居住型住宅の改修費助成に

ついて 

東京都豊島区 06_住宅改修・リフォ

ーム支援 

令和元年8月21日 福島圏域合同移住セミナーを開

催します 

福島県大玉村 04_移住・定住支援 

令和元年8月21日 旧避難指示区域に帰還した世帯

に帰還費用を補助します 

福島県南相馬市 01_帰還・生活再建等

支援や就職・教育支援 

令和元年8月21日 空き家バンク - まちづくり 福島県南会津町 04_移住・定住支援、

06_住宅改修・リフォ

ーム支援 

令和元年8月21日 【大分県主催】みんなおいで

よ !おんせん県おおいたわくわ

くフェアの開催について 

大分県中津市 04_移住・定住支援 
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令和元年8月21日 市公式移住情報サイト「熊本は

どう?」がオープン !/熊本市市

政 ... 

熊本県熊本市 04_移住・定住支援 

令和元年8月21日 移住相談員募集中 ! 高知県香南市 04_移住・定住支援 

令和元年8月21日 9月11日締め切り～県営住宅入居

予備者募集 

佐賀県唐津市 05_公営住宅の募集 

令和元年8月21日 令和元年度わが家のリフォーム

応援事業の事前申請(第2期)の受

付状況をお知らせします（住宅

課） 

愛媛県松山市 06_住宅改修・リフォ

ーム支援 

令和元年8月22日 市営住宅の入居者を募集します 福井県坂井市 05_公営住宅の募集 

令和元年8月22日 公営住宅･特定公共賃貸住宅の入

居者募集について 

北海道小清水町 05_公営住宅の募集

令和元年8月22日 第1回「くずまき暮らし体験ツア

ー」 

岩手県葛巻町 04_移住・定住支援 

令和元年8月22日 こうち東部移住フェア 高知県芸西村 04_移住・定住支援 

令和元年8月22日 米子市移住者交流会 鳥取県米子市 04_移住・定住支援 

令和元年8月23日 市営住宅の入居者を募集します 愛知県西尾市 05_公営住宅の募集 

令和元年8月23日 市営住宅入居者募集 栃木県宇都宮市 05_公営住宅の募集 

令和元年8月23日 市営住宅入居者募集 富山県南砺市 05_公営住宅の募集 

令和元年8月23日 市営住宅入居者募集(9月募集) 高知県香南市 05_公営住宅の募集 

令和元年8月23日 11回落選実績保有者向けの入居

者募集（公営住宅･改良住宅）に

ついて（都市整備局） 

大阪府大阪市 05_公営住宅の募集 

令和元年8月23日 空き家バンク - まちづくり 福島県南会津町 04_移住・定住支援、

06_住宅改修・リフォ

ーム支援 

令和元年8月24日 令和元年度わが家のリフォーム

応援事業の事前申請(第2期)の受

付は終了しました（住宅課） 

愛媛県松山市 06_住宅改修・リフォ

ーム支援 

令和元年8月25日 令和元年9月公営住宅募集につい

て 

北海道新ひだか町 05_公営住宅の募集 

令和元年8月25日 県営住宅入居募集のご案内（令

和元年8月25日更新） 

福島県 05_公営住宅の募集 

令和元年8月25日 県営住宅（支援対象避難者向

け）入居募集のご案内（令和元

年8月25日更新） 

福島県 05_公営住宅の募集 

令和元年8月26日 公営住宅の入居者定期募集 滋賀県東近江市 05_公営住宅の募集 

令和元年8月26日 市営住宅入居者の随時募集につ

いて 

北海道旭川市 05_公営住宅の募集 

令和元年8月26日 市営住宅入居者を募集します 岐阜県大垣市 05_公営住宅の募集 

令和元年8月26日 町営住宅入居者の募集について

｜浦幌町の組織とその仕事｜北

海道十勝郡浦幌町 

北海道浦幌町 05_公営住宅の募集 

令和元年8月26日 町営住宅入居者の募集 岩手県住田町 05_公営住宅の募集 

令和元年8月26日 9月分伊那市営住宅の入居者募集

案内 

長野県伊那市 05_公営住宅の募集 
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令和元年8月26日 心の健康相談を開催します 千葉県四街道市 02_避難者の健康支援

（検査･検診） 

令和元年8月26日 移住支援金支給対象求人等のご

紹介 

大分県 04_移住・定住支援 

令和元年8月26日 「愛知県移住支援事業」に新た

に美浜町が参加します～県内の

参加市町村が50市町村になりま

した～ 

愛知県 04_移住・定住支援 

令和元年8月26日 『青森県合同移住フェア』開催

案内【終了しました】

青森県青森市 04_移住・定住支援 

令和元年8月26日 伊方町営住宅入居者募集 愛媛県伊方町 05_公営住宅の募集 

令和元年8月26日 市営住宅入居者募集一覧（令和

元年9月分） 

鳥取県米子市 05_公営住宅の募集 

令和元年8月27日 市営住宅入居者募集(随時募集) 愛媛県八幡浜市 05_公営住宅の募集 

令和元年8月27日 福島圏域移住･定住セミナー相談

会を開催します 

宮城県白石市 04_移住・定住支援 

令和元年8月27日 就農相談バスツアー開催のよう

す（令和元年全体編） 

島根県 04_移住・定住支援 

令和元年8月27日 10月27日 伊豆半島移住相談会を

開催します ! 

静岡県清水町 04_移住・定住支援 

令和元年8月27日 令和元年度第2回市営住宅入居者

の定期募集 公開抽選会結果 

北海道旭川市 05_公営住宅の募集 

令和元年8月28日 ふるさと帰還通行カード（NEXCO

東日本からのお知らせ）につい

て 

福島県広野町 01_帰還・生活再建等

支援や就職・教育支援 

令和元年8月28日 【求人一覧を更新】移住支援金

支給対象求人等のご紹介 

大分県 04_移住・定住支援 

令和元年8月28日 やまなしUIターン出張相談｜山

梨県身延町 

山梨県身延町 04_移住・定住支援 

令和元年8月28日 【終了しました】8月25日 青森

県合同移住フェア（於:東京 丸

の内） 

青森県八戸市 04_移住・定住支援 

令和元年8月28日 市営住宅の入居募集を一時停止

しています 

岐阜県瑞穂市 05_公営住宅の募集 

令和元年8月28日 住宅新築及びリフォーム助成事

業 

静岡県伊豆の国市 06_住宅改修・リフォ

ーム支援 

令和元年8月29日 市営住宅入居者随時募集につい

て 

福島県喜多方市 05_公営住宅の募集 

令和元年8月29日 UIJターン新規就業支援事業を実

施します 

北海道函館市 04_移住・定住支援 

令和元年8月29日 [新着情報トピックス]北海道暮

らしフェア2019（東京）が開催

されます ! 

北海道占冠村 04_移住・定住支援 

令和元年8月29日 【新着情報】【5月1日開設】幌延

町移住情報PR支援センター「ホ

ロカル」 

北海道幌延町 04_移住・定住支援 

令和元年8月29日 住宅改修費支給 兵庫県伊丹市 06_住宅改修・リフォ

ーム支援 

令和元年8月29日 住みよい家づくり資金融資（令

和元年度）｜富山県 

富山県 06_住宅改修・リフォ

ーム支援 
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令和元年8月30日 東京で定住相談会を開催しま

す ! 

兵庫県赤穂市 04_移住・定住支援 

令和元年8月30日 町営住宅等の入居者募集のお知

らせ テンプレート 

北海道津別町 05_公営住宅の募集 

令和元年8月30日 東京で移住フェアが開催されま

す ! 

富山県氷見市 04_移住・定住支援 

令和元年8月30日 東京圏から防府市へ移住し就業･

創業された方に支援金を交付し

ます 

山口県防府市 04_移住・定住支援 

令和元年8月30日 『高知まんなか移住体験ツア

ー』開催のお知らせ 

高知県香南市 04_移住・定住支援 

令和元年8月30日 市営住宅入居者募集(令和元年9

月) 

兵庫県たつの市 05_公営住宅の募集 

令和元年8月30日 市営住宅の入居者9月定期募集 岐阜県下呂市 05_公営住宅の募集 

令和元年8月30日 令和元年度市営住宅（公営住

宅）入居者追加募集 

岡山県津山市 05_公営住宅の募集 

令和元年8月30日 令和元年度津山市営阿波公営住

宅入居者募集（追加募集） 

岡山県津山市 05_公営住宅の募集 

令和元年8月30日 令和元年度市営住宅入居者募集

について 

神奈川県鎌倉市 05_公営住宅の募集 

令和元年8月30日 住宅リフォーム助成事業の補助

対象工事について 

秋田県三種町 06_住宅改修・リフォ

ーム支援 

令和元年8月31日 市営住宅の入居者募集について 鳥取県境港市 05_公営住宅の募集 

令和元年8月31日 市営住宅入居者募集 栃木県那須烏山市 05_公営住宅の募集 

令和元年9月1日 ［お知らせ］市営住宅の入居者

募集について 

富山県砺波市 05_公営住宅の募集 

令和元年9月1日 市営住宅入居者の募集について 北海道赤平市 05_公営住宅の募集 

令和元年9月1日 町営住宅入居者募集について 宮城県美里町 05_公営住宅の募集 

令和元年9月1日 町営住宅入居者募集案内 栃木県壬生町 05_公営住宅の募集 

令和元年9月1日 市営住宅の入居者募集(10月定期

募集) 

兵庫県明石市 05_公営住宅の募集 

令和元年9月1日 市営住宅について（空室情報掲

載 9月） 

北海道赤平市 05_公営住宅の募集 

令和元年9月1日 【追加募集】市営住宅の入居者

を募集します 

千葉県船橋市 05_公営住宅の募集 

令和元年9月1日 令和元年度 市営住宅入居者定期

募集について 

愛媛県大洲市 05_公営住宅の募集 

令和元年9月1日 第2回市営住宅補充入居者を募集

します（住宅課） 

愛媛県松山市 05_公営住宅の募集 

令和元年9月1日 公営住宅の入居者を募集します

【募集期間:9月2日（月曜日）～

9月13日（金曜日）まで】 

新潟県燕市 05_公営住宅の募集 

令和元年9月1日 久留米市:令和元年度第2回市営

住宅等の入居者募集について 

福岡県久留米市 05_公営住宅の募集 

令和元年9月1日 令和元年度第3回県営住宅の入居

者募集 

福岡県芦屋町 05_公営住宅の募集 

令和元年9月1日 令和元年度第2回(9月)市営住宅

入居者募集 

鹿児島県鹿児島市 05_公営住宅の募集 

令和元年9月2日 現在の空き室状況 宮崎県えびの市 05_公営住宅の募集 
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令和元年9月2日 町営住宅の入居者を募集します

｜くらし･手続き｜北海道弟子屈

町 

北海道弟子屈町 05_公営住宅の募集 

令和元年9月2日 町営住宅入居者募集 長野県富士見町 05_公営住宅の募集 

令和元年9月2日 町営住宅入居者募集案内 高知県佐川町 05_公営住宅の募集 

令和元年9月2日 市営住宅「新田団地」の入居者

募集 

兵庫県小野市 05_公営住宅の募集 

令和元年9月2日 南相馬市災害公営住宅入居者に

係る家賃の減額に関する規則 

福島県南相馬市 01_帰還・生活再建等

支援や就職・教育支援 

令和元年9月2日 専門医による心の健康相談（東

区地域支えあい課9月） 

広島県広島市 02_避難者の健康支援

（検査･検診） 

令和元年9月2日 【今週末開催】9/7土曜日（東

京）嬉野市も出展 !移住相談

会 !ぜひおいで下さい ! 

佐賀県嬉野市 04_移住・定住支援 

令和元年9月2日 【9月8日】第2回東京つばめいと

U･Iターン勉強会を開催します ! 

新潟県燕市 04_移住・定住支援 

令和元年9月2日 市営住宅の入居者随時募集 福井県敦賀市 05_公営住宅の募集 

令和元年9月2日 [新着情報]市営住宅の見学会を

行います（申込期間:9月2日～9

月6日、開催日:9月10日） 

北海道名寄市 05_公営住宅の募集 

令和元年9月2日 [新着情報]市営住宅の入居者募

集（申込9月11日から19日、抽選

会9月27日） 

北海道名寄市 05_公営住宅の募集 

令和元年9月2日 古寺町営住宅入居者募集 奈良県広陵町 05_公営住宅の募集 

令和元年9月2日 令和元年度第3回県営住宅入居者

定期募集について 

岩手県 05_公営住宅の募集 

令和元年9月2日 市営住宅の入居者を募集します

【令和元年9月常時公募】（都市

整備局住宅政策課） 

広島県広島市 05_公営住宅の募集 

令和元年9月2日 令和元年度わが家のリフォーム

応援事業(第2期)の当選番号をお

知らせ致します（住宅課） 

愛媛県松山市 06_住宅改修・リフォ

ーム支援 

令和元年9月3日 空き家情報 岩手県雫石町 04_移住・定住支援 

令和元年9月3日 町営住宅（特定公共賃貸住宅）

随時募集について 

香川県綾川町 05_公営住宅の募集 

令和元年9月4日 八峰町空き家情報室 秋田県八峰町 04_移住・定住支援 

令和元年9月4日 移住定住支援ウェブサイト

『WONDER KAMI』＜就労支援コン

テンツのご紹介＞ 

兵庫県香美町 04_移住・定住支援 

令和元年9月4日 宇部市移住支援事業（東京圏向

け）補助金 

山口県宇部市 04_移住・定住支援 

令和元年9月4日 10月5日（土曜日）新潟･茨城･栃

木･群馬 5県合同の移住フェアを

開催します（東京･有楽町） 

新潟県 04_移住・定住支援 

令和元年9月4日 【見附なら＋αの補助も】首都

圏からの移住で移住支援金のチ

ャンス ! 

新潟県見附市 04_移住・定住支援 

令和元年9月4日 移住定住支援を見る 鳥取県江府町 04_移住・定住支援 

令和元年9月4日 令和元年度 市営住宅の入居者募

集 

福井県あわら市 05_公営住宅の募集 
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令和元年9月4日 市営住宅入居者を募集します

【10月募集】 

長野県中野市 05_公営住宅の募集 

令和元年9月4日 熊谷市住宅リフォーム資金補助

金について:熊谷市ホームページ 

埼玉県熊谷市 06_住宅改修・リフォ

ーム支援 

令和元年9月5日 市営住宅の入居者を募集しま

す。 

兵庫県朝来市 05_公営住宅の募集 

令和元年9月5日 市営住宅入居者募集について(9

月5日号) 

鹿児島県いちき串

木野市 

05_公営住宅の募集 

令和元年9月5日 町営住宅入居者募集について 秋田県井川町 05_公営住宅の募集 

令和元年9月5日 【中山間地域研究センター】公

開:「田舎くらし設計」体験版

（外部サイト）を開設しました 

島根県 04_移住・定住支援 

令和元年9月5日 出会いイベント”第2回 恋する

ハロウィン婚” 今年度も開催し

ます ! 

福岡県行橋市 04_移住・定住支援 

令和元年9月5日 【9月14日（土）13:30～】福島

圏域移住･定住セミナー相談会 

福島県 04_移住・定住支援 

令和元年9月5日 【移住相談会:東京都】ふるさと

回帰フェア2019 

長崎県島原市 04_移住・定住支援 

令和元年9月6日 玉名市営住宅入居者募集 熊本県玉名市 05_公営住宅の募集 

令和元年9月6日 テーマ別移住ツアー開催 !「テ

ーマは南島原で起業 !」 

長崎県南島原市 04_移住・定住支援 

令和元年9月6日 岡山地区道営住宅の入居者募集

(子育て世帯には優先枠がありま

す） 

北海道三笠市 05_公営住宅の募集 

令和元年9月6日 令和元年9月町営住宅（公営住

宅）募集について 

香川県綾川町 05_公営住宅の募集 

令和元年9月6日 町営住宅 国頭団地 入居者募集

について 

鹿児島県和泊町 05_公営住宅の募集 

令和元年9月6日 住宅の省エネ改修工事にかかわ

る固定資産税の減額制度 

東京都立川市 06_住宅改修・リフォ

ーム支援 

令和元年9月6日 住宅のバリアフリー改修工事に

かかわる固定資産税の減額制度 

東京都立川市 06_住宅改修・リフォ

ーム支援 

令和元年9月9日 ちょっと暮らし利用申込みにつ

いて 

北海道美幌町 04_移住・定住支援 

令和元年9月9日 「移住定住ミニサロン」の開催

について｜くらしの情報｜鶴居

村 

北海道鶴居村 04_移住・定住支援 

令和元年9月9日 【10月14日開催】しまねUターン

Iターンフェアin広島 

島根県益田市 04_移住・定住支援 

令和元年9月10日 9月25日開催 !第4回ふくしま

“県北”移住セミナー 

福島県 04_移住・定住支援 

令和元年9月10日 9月25日開催 !第4回ふくしま移

住準備セミナー 

福島県 04_移住・定住支援 

令和元年9月10日 移住希望者向け周遊ツアーを開

催します 

福島県大玉村 04_移住・定住支援 

令和元年9月10日 【能代山本定住自立圏 】藤里町

で出会いイベントが開催されま

す 

秋田県三種町 04_移住・定住支援 

令和元年9月10日 移住･定住相談室出張相談室を開

催します 

茨城県常陸太田市 04_移住・定住支援 
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令和元年9月10日 【三笠市移住定住情報】道営住

宅の入居者募集 

北海道三笠市 05_公営住宅の募集 

令和元年9月10日 公営住宅入居者の募集について

（令和元年9月10日から9月24

日） 

北海道遠別町 05_公営住宅の募集 

令和元年9月10日 町営住宅の入居者募集について

【観海団地7号棟】令和元年10月

10日(木)～令和元年10月24日

(木)まで 

秋田県八峰町 05_公営住宅の募集 

令和元年9月10日 町営住宅の入居者募集について

【観海団地7号棟】令和元年9月

10日(火)～令和元年9月24日(火)

まで 

秋田県八峰町 05_公営住宅の募集

令和元年9月10日 新築住宅募集開始 !県営住宅の9

月の入居者募集 

静岡県 05_公営住宅の募集 

令和元年9月11日 町営住宅の入居者を募集してい

ます 

長野県山ノ内町 05_公営住宅の募集 

令和元年9月11日 空き家バンク - まちづくり 福島県南会津町 04_移住・定住支援、

06_住宅改修・リフォ

ーム支援 

令和元年9月11日 10月13日 八戸都市圏による移住

セミナー（東京開催） 

青森県八戸市 04_移住・定住支援 

令和元年9月11日 9月25日締め切り～市営住宅など

の入居者を募集します 

佐賀県唐津市 05_公営住宅の募集 

令和元年9月11日 母子世帯向け市営住宅の入居希

望者を募集します 

新潟県新潟市 05_公営住宅の募集 

令和元年9月11日 令和元年度住宅リフォーム促進

事業補助金(後期申請)の申請受

付は終了しました 

宮崎県えびの市 06_住宅改修・リフォ

ーム支援 

令和元年9月12日 UIJターン新規就業支援事業｜く

らしの情報｜鶴居村 

北海道鶴居村 04_移住・定住支援 

令和元年9月12日 桜井市の移住促進施策（移住支

援金交付事業）について 

奈良県桜井市 04_移住・定住支援 

令和元年9月12日 久留米市:令和元年度第2回市営

住宅等入居者募集の中間倍率を

公表します 

福岡県久留米市 05_公営住宅の募集 

令和元年9月12日 消費税率変更に伴う住宅改修費

及び福祉用具購入費の取扱いに

ついて（保健福祉局） 

京都府京都市 06_住宅改修・リフォ

ーム支援 

令和元年9月12日 久留米市:令和元年度 第2次「久

留米市住宅リフォーム助成事

業」の受付を開始いたします 

福岡県久留米市 06_住宅改修・リフォ

ーム支援 

令和元年9月13日 ちょっと暮らし利用申込みにつ

いて 

北海道美幌町 04_移住・定住支援 

令和元年9月13日 「被災からの避難所や在宅での

暮らし支援の経験を学ぶ。」被災

地支援に取り組む人と組織の交

流セミナーを開催します。 

岡山県 03_避難者の交流･イベ

ント 

令和元年9月13日 【10月19日～20日開催】子育て

移住体験ツアーの参加者を募集

しています 

宮城県白石市 04_移住・定住支援 

令和元年9月13日 「みはま未来会議」開催 愛知県美浜町 04_移住・定住支援 
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令和元年9月13日 千曲･坂城トルコギキョウ産地見

学会 

長野県千曲市 04_移住・定住支援 

令和元年9月13日 9/30まで !町営住宅の入居者を

募集します 

岡山県久米南町 05_公営住宅の募集 

令和元年9月13日 令和元年9月 市営住宅入居者募

集のお知らせ 

島根県浜田市 05_公営住宅の募集 

令和元年9月13日 【山形県沖地震】被災住宅リフ

ォーム事業の拡充について 

新潟県村上市 06_住宅改修・リフォ

ーム支援 

令和元年9月15日 令和2年度就学時健康診断 福島県相馬市 02_避難者の健康支援

（検査･検診） 

令和元年9月15日 防災集団移転促進事業による住

宅団地 空き区画の公募 

福島県南相馬市 04_移住・定住支援 

令和元年9月15日 市営住宅の入居者募集情報(令和

元年10月募集) 

茨城県取手市 05_公営住宅の募集 

令和元年9月17日 町営住宅入居者募集のお知らせ 青森県五戸町 05_公営住宅の募集 

令和元年9月17日 愛林のまち津別町｜UIJ新規就業

支援事業のお知らせ 

北海道津別町 04_移住・定住支援 

令和元年9月17日 大和町移住支援事業補助金の利

用者受付中です 

宮城県大和町 04_移住・定住支援 

令和元年9月17日 9/27,10/9,11/2･3 府中市移住促

進イベント開催 ! 

広島県 04_移住・定住支援 

令和元年9月17日 出会いイベント”第2回 恋する

ハロウィン婚” 参加者募集 ! 

福岡県行橋市 04_移住・定住支援 

令和元年9月17日 市営住宅等の入居者を募集しま

す(9月30日から10月11日まで) 

岩手県釜石市 05_公営住宅の募集 

令和元年9月17日 令和元年10月からの消費税率引

上げに伴う住宅改修費及び福祉

用具購入費の取り扱い 

東京都西東京市 06_住宅改修・リフォ

ーム支援 

令和元年9月17日 宜野湾市住宅リフォーム支援事

業への注意喚起について 

沖縄県宜野湾市 06_住宅改修・リフォ

ーム支援 

令和元年9月17日 福島県多世代同居･近居推進事業

の第二回募集終了と抽選会のお

知らせ 

福島県 06_住宅改修・リフォ

ーム支援 

令和元年9月18日 首都圏移住フェアのお知らせ 青森県おいらせ町 04_移住・定住支援 

令和元年9月18日 首都圏で開催予定の岡山県移住･

しごと関連情報 

岡山県 04_移住・定住支援 

令和元年9月18日 【10/10（木）まで】市営住宅･

受託県営住宅入居募集情報 

鳥取県倉吉市 05_公営住宅の募集 

令和元年9月18日 令和元年度第2回(9月)鹿児島市

営住宅入居者募集(受付延長) 

鹿児島県鹿児島市 05_公営住宅の募集 

令和元年9月18日 2019年度札幌市住宅エコリフォ

ーム補助制度第2回受付の申請状

況を掲載しました。 

北海道札幌市 06_住宅改修・リフォ

ーム支援 

令和元年9月18日 住宅改修資金助成金の受付終了

のお知らせ 

埼玉県蕨市 06_住宅改修・リフォ

ーム支援 

令和元年9月19日 久留米市:心の健康相談 福岡県久留米市 02_避難者の健康支援

（検査･検診） 

令和元年9月19日 【9月27日】移住定住ミニサロン

が開催されます｜お知らせ｜北

海道弟子屈町 

北海道弟子屈町 04_移住・定住支援 
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令和元年9月19日 移住体験バスツアーを開催しま

す 

埼玉県行田市 04_移住・定住支援 

令和元年9月19日 令和元年11月上旬都営住宅入居

者募集 

東京都足立区 05_公営住宅の募集 

令和元年9月19日 令和元年度（第2期）市営住宅入

居者募集仮当選者抽選結果につ

いて 

長崎県佐世保市 05_公営住宅の募集 

令和元年9月19日 町営住宅第2黒坂団地入居者募集 

10月10日まで 

鳥取県日野町 05_公営住宅の募集 

令和元年9月19日 福島県多世代同居･近居推進事業

の第二回抽選結果のお知らせ 

福島県 06_住宅改修・リフォ

ーム支援 

令和元年9月20日 鳥栖市公式ホームページ｜9/28

（土）佐賀県転職･移住相談会in

博多 

佐賀県鳥栖市 04_移住・定住支援 

令和元年9月20日 【移住促進イベント】おんせん

県おおいたわくわくフェアに豊

後大野市が参加します ! 

大分県豊後大野市 04_移住・定住支援 

令和元年9月20日 移住者交流会 静岡県伊豆の国市 04_移住・定住支援 

令和元年9月20日 【9月28日】とっとり転職･移住

休日相談会in東京 『とっとりへ

移住 !～先輩移住者が移住後の

生活の変化をお教えします～』

に参加します ! 

鳥取県岩美町 04_移住・定住支援 

令和元年9月20日 市営住宅･県営住宅の入居者募集 兵庫県赤穂市 05_公営住宅の募集 

令和元年9月20日 ＜予告＞市営住宅の入居者を募

集します【令和元年10月常時公

募（新規分）】（都市整備局住宅

政策課） 

広島県広島市 05_公営住宅の募集 

令和元年9月20日 令和元年11月下旬都営住宅地元

割当（家族向）･区営住宅（家族

向･定期使用住宅）入居者募集 

東京都足立区 05_公営住宅の募集 

令和元年9月20日 福島県復興公営住宅入居者募集

のお知らせ 

福島県二本松市 05_公営住宅の募集 

令和元年9月21日 山口県/報道発表/農林漁業就業

講座「～山口県に移住して林業

で ... 

山口県 04_移住・定住支援 

令和元年9月24日 公営住宅入居申込について（10

月募集） 

北海道北見市 05_公営住宅の募集 

令和元年9月24日 市営住宅の入居者を募集します 愛知県西尾市 05_公営住宅の募集 

令和元年9月24日 10月分伊那市営住宅の入居者募

集案内 

長野県伊那市 05_公営住宅の募集 

令和元年9月24日 【今週末9/28（土）開催 !】嬉

野市も出展 !移住相談会が博多

バスターミナルで開催されま

す ! 

佐賀県嬉野市 04_移住・定住支援

令和元年9月24日 萩は魅力的な人が暮らす町。 

萩･ひとに出会う旅 女子旅参加

者募集 ! 

山口県萩市 04_移住・定住支援 

令和元年9月24日 【10月5日（土）11:00～】5県合

同移住･交流フェア～のびのび子

育てライフ～ 

福島県 04_移住・定住支援 



151 

令和元年9月24日 UIJターン支援事業について 福島県いわき市 04_移住・定住支援 

令和元年9月24日 伊方町 町営住宅入居者募集 愛媛県伊方町 05_公営住宅の募集 

令和元年9月24日 市営住宅入居者（常時募集） 愛知県豊田市 05_公営住宅の募集 

令和元年9月24日 福島県復興公営住宅入居者募集

について 

福島県双葉町 05_公営住宅の募集 

令和元年9月24日 南島原市住宅性能向上リフォー

ム支援事業の受付終了しまし

た ! 

長崎県南島原市 06_住宅改修・リフォ

ーム支援 

令和元年9月25日 市営住宅入居者募集 栃木県宇都宮市 05_公営住宅の募集 

令和元年9月25日 双葉郡出身のみなさん全員集

合 !交流会in笠間を開催します 

福島県大熊町 03_避難者の交流･イベ

ント 

令和元年9月25日 1泊2日個別「無料」移住体験ツ

アーセミナーを開催します ! 

愛媛県西条市 04_移住・定住支援 

令和元年9月25日 令和元年10月期市営住宅の入居

者募集について 

北海道網走市 05_公営住宅の募集 

令和元年9月25日 県営住宅入居募集のご案内（令

和元年9月25日更新） 

福島県 05_公営住宅の募集 

令和元年9月25日 県営住宅（支援対象避難者向

け）入居募集のご案内（令和元

年9月25日更新） 

福島県 05_公営住宅の募集 

令和元年9月25日 市営住宅の10月募集入居申し込

み方法 

長野県長野市 05_公営住宅の募集 

令和元年9月25日 市営住宅（本町団地･木島若者住

宅）の入居者を募集しています 

長野県飯山市 05_公営住宅の募集 

令和元年9月25日 市営住宅入居者募集中（10月） 香川県観音寺市 05_公営住宅の募集 

令和元年9月25日 市営住宅入居者募集一覧（令和

元年10月分） 

鳥取県米子市 05_公営住宅の募集 

令和元年9月26日 市営住宅入居者募集 富山県南砺市 05_公営住宅の募集 

令和元年9月26日 10月19日すてきな古民家暮らし

をテーマとした移住トークイベ

ントを開催します 

大分県 04_移住・定住支援 

令和元年9月26日 10月19日すてきな古民家暮らし

をテーマとした移住相談イベン

トを開催します 

大分県 04_移住・定住支援 

令和元年9月26日 「しまねUターンIターンフェア

in広島」が開催されます 

島根県浜田市 04_移住・定住支援 

令和元年9月26日 2019 呉市 海とつながる暮らし

セミナーを開催します【10月26

日･東京開催】 

広島県呉市 04_移住・定住支援 

令和元年9月26日 【毎月開催 !】お仕事帰りのふ

くしま移住相談会 次回は10月23

日開催 ! 

福島県 04_移住・定住支援 

令和元年9月26日 移住ワンストップ相談窓口を開

設 ! ～ふくしまで暮らそう ... 

- 福島市 

福島県福島市 04_移住・定住支援 

令和元年9月26日 公営住宅の入居者を募集します

｜くらしの情報｜羽幌町 

北海道羽幌町 05_公営住宅の募集 

令和元年9月26日 府営住宅特定目的優先入居（犯

罪被害に遭われた方）10月募集

について 

京都府京田辺市 05_公営住宅の募集 
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令和元年9月26日 令和元年度第4回福島県復興公営

住宅入居者募集のお知らせ 

福島県 05_公営住宅の募集 

令和元年9月27日 町営住宅の入居募集について 岩手県矢巾町 05_公営住宅の募集 

令和元年9月27日 【三笠市移住定住情報】第5回移

住者交流会「MIKASA LIFE 

CAFE」開催結果 

北海道三笠市 04_移住・定住支援 

令和元年9月27日 天理市移住支援金のお知らせ 奈良県天理市 04_移住・定住支援 

令和元年9月27日 倉敷市移住支援金制度を開始 ! 岡山県倉敷市 04_移住・定住支援 

令和元年9月27日 令和元年度第2回（9月）鹿児島

市営住宅入居予定者募集抽せん

結果 

鹿児島県鹿児島市 05_公営住宅の募集 

令和元年9月27日 山形県沖を震源とする地震によ

る村上市被災住宅リフォーム事

業補助金（拡充後） 

新潟県村上市 06_住宅改修・リフォ

ーム支援 

令和元年9月30日 市営住宅の入居者募集について 鳥取県境港市 05_公営住宅の募集 

令和元年9月30日 町営住宅等の入居者募集につい

て 

鳥取県琴浦町 05_公営住宅の募集 

令和元年9月30日 町営住宅入居者の募集について 岩手県洋野町 05_公営住宅の募集 

令和元年9月30日 首都圏就農相談会「やまぐち移

住就業セミナー」に出展しま

す ! 

山口県萩市 04_移住・定住支援 

令和元年9月30日 出会いイベント”第2回 恋する

ハロウィン婚” 開催間近 ! 

福岡県行橋市 04_移住・定住支援 

令和元年9月30日 出会いイベント”第2回 恋する

ハロウィン婚” 女性参加者大募

集 ! 

福岡県行橋市 04_移住・定住支援 

令和元年9月30日 防府市営住宅入居者募集のお知

らせ(令和元年10月分) 

山口県防府市 05_公営住宅の募集 

令和元年9月30日 令和元年10月区営住宅（あき

家）入居者募集 

東京都千代田区 05_公営住宅の募集 

令和元年9月30日 村営住宅補充入居者を募集しま

す 

熊本県南阿蘇村 05_公営住宅の募集 

令和元年9月30日 町営住宅及び県営住宅の入居者

を募集します（優先入居） 

鳥取県北栄町 05_公営住宅の募集 

令和元年9月30日 【補助金申請受付終了】鴻巣市

住宅リフォーム資金補助事業 

埼玉県鴻巣市 06_住宅改修・リフォ

ーム支援 

令和元年9月30日 【追加募集】令和元年度 南風原

町住宅リフォーム支援事業のお

知らせ 

沖縄県南風原町 06_住宅改修・リフォ

ーム支援 

令和元年10月1日 ［お知らせ］市営住宅の入居者

募集について 

富山県砺波市 05_公営住宅の募集 

令和元年10月1日 現在の空き室状況 宮崎県えびの市 05_公営住宅の募集 

令和元年10月1日 市営住宅について（空室情報掲

載 10月） 

北海道赤平市 05_公営住宅の募集 

令和元年10月1日 市営住宅入居者募集 愛知県知多市 05_公営住宅の募集 

令和元年10月1日 市営住宅入居者募集 岩手県久慈市 05_公営住宅の募集 

令和元年10月1日 市営住宅入居者募集 北海道北広島市 05_公営住宅の募集 

令和元年10月1日 町営住宅入居者募集 長野県富士見町 05_公営住宅の募集 
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令和元年10月1日 町営住宅入居者募集のお知らせ 宮城県大郷町 05_公営住宅の募集 

令和元年10月1日 【町内に帰還した方へ】引っ越

しにかかった費用を補助しま

す ! 

福島県浪江町 01_帰還・生活再建等

支援や就職・教育支援 

令和元年10月1日 東京圏から移住される方に「萩

市移住支援金」を交付いたしま

す ! 

山口県萩市 04_移住・定住支援 

令和元年10月1日 移住支援金（東京圏からの移住

を対象）について 

岡山県総社市 04_移住・定住支援 

令和元年10月1日 「しまねUターンIターンフェア

in東京」が開催されます 

島根県浜田市 04_移住・定住支援 

令和元年10月1日 東京で開催される新潟の「U･Iタ

ーン」のイベント情報（10月） 

新潟県 04_移住・定住支援 

令和元年10月1日 空き家バンクリフォーム補助金 長野県千曲市 04_移住・定住支援、

06_住宅改修・リフォ

ーム支援 

令和元年10月1日 道営住宅入居募集 北海道美幌町 05_公営住宅の募集 

令和元年10月1日 町営住宅（天皇）の入居者募集

（11月1日入居予定） 

京都府宇治田原町 05_公営住宅の募集 

令和元年10月1日 【10月】市営住宅入居者の募集

について 

北海道赤平市 05_公営住宅の募集 

令和元年10月1日 令和元年10月分 県営住宅空き家

入居募集案内 

千葉県浦安市 05_公営住宅の募集 

令和元年10月1日 市営住宅の入居者を募集します

【令和元年10月常時公募】（都市

整備局住宅政策課） 

広島県広島市 05_公営住宅の募集 

令和元年10月1日 公営住宅の入居者を募集します

【募集期間:10月1日（火曜日）

～10月15日（火曜日）まで】 

新潟県燕市 05_公営住宅の募集 

令和元年10月1日 町営住宅（特定公共賃貸住宅） 

入居者募集（10月公募） 

福島県三春町 05_公営住宅の募集 

令和元年10月1日 【新築】北原市営住宅入居者募

集について 

群馬県富岡市 05_公営住宅の募集 

令和元年10月1日 県営住宅について [建築住宅課 

10月1日] 

青森県 05_公営住宅の募集 

令和元年10月1日 2019年度札幌市住宅エコリフォ

ーム補助制度第2回受付終了しま

した。公開抽選会を行います。 

北海道札幌市 06_住宅改修・リフォ

ーム支援 

令和元年10月1日 新コンテンツ「いこまのすま

い」を追加しました !（good 

cycle ikoma) 

奈良県生駒市 06_住宅改修・リフォ

ーム支援 

令和元年10月1日 宅地分譲のご案内 山形県舟形町 06_住宅改修・リフォ

ーム支援 

令和元年10月2日 子育て世代マイホーム購入サポ

ート事業（住宅購入支援）につ

いて 

北海道北広島市 04_移住・定住支援 

令和元年10月2日 【入居者募集】古市町移住支援

住宅2号棟2号室の入居者を募集

します 

高知県四万十町 04_移住・定住支援 

令和元年10月2日 「もっとひろしま U･Iターンフ

ェア2019」が開催されます 

広島県福山市 04_移住・定住支援 
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令和元年10月2日 【能代山本定住自立圏】能代市

で出会いイベントが開催されま

す 

秋田県三種町 04_移住・定住支援 

令和元年10月2日 鳥取市移住相談会 in 麒麟のま

ち【開催日:11/9(土)】を開催し

ます ! 

鳥取県鳥取市 04_移住・定住支援 

令和元年10月2日 2019年度札幌市住宅エコリフォ

ーム補助制度第2回受付抽選結果

を掲載しました。 

北海道札幌市 06_住宅改修・リフォ

ーム支援 

令和元年10月3日 ちょっと暮らし利用申込みにつ

いて 

北海道美幌町 04_移住・定住支援

令和元年10月3日 10月26日（土曜日）＜長野･新

潟･富山･石川 IJUフェア＞北陸

新幹線で気ままに探す自分好み

の暮らし方 を開催します（東

京･有楽町） 

新潟県 04_移住・定住支援 

令和元年10月3日 11月2日（土）『第8回あきた県北

合同移住交流フェア』（東京･中

央区）を開催します !｜各課の

しごと｜秋田県北秋田市 

秋田県北秋田市 04_移住・定住支援 

令和元年10月4日 市営住宅の入居者を募集します 兵庫県朝来市 05_公営住宅の募集 

令和元年10月4日 町営住宅入居者募集について 福島県新地町 05_公営住宅の募集 

令和元年10月4日 町営住宅入居者募集のお知らせ 福島県会津美里町 05_公営住宅の募集 

令和元年10月4日 ちょっと暮らし利用申込みにつ

いて 

北海道美幌町 04_移住・定住支援 

令和元年10月4日 移住支援金制度を始めました。 佐賀県伊万里市 04_移住・定住支援 

令和元年10月4日 岡山県高梁市･新見市で田舎暮ら

しを体感しよう !～｢第2回おか

やま移住候補地体感ツアー開催｣

～ 

岡山県 04_移住・定住支援 

令和元年10月4日 【11/29(金)締切】災害公営住宅

の入居者を募集します 

岩手県田野畑村 05_公営住宅の募集 

令和元年10月4日 [申請書ダウンロード]理由書

（住宅改修用） 

東京都豊島区 06_住宅改修・リフォ

ーム支援 

令和元年10月7日 県営住宅入居者定期募集のお知

らせ(延岡/日向･門川･西臼杵地

区） 

宮崎県 05_公営住宅の募集 

令和元年10月7日 鳥栖市公式ホームページ｜鳥栖

市地方創生移住支援金 

佐賀県鳥栖市 04_移住・定住支援 

令和元年10月7日 くずまき暮らし体験ツアーにつ

いて 

岩手県葛巻町 04_移住・定住支援 

令和元年10月7日 10月27日(日曜日)「頑張ってい

るあなたを応援したい !シング

ルママ&パパセミナー」 を開催

します（東京･有楽町） 

新潟県 04_移住・定住支援 

令和元年10月7日 移住ワンストップ相談窓口を開

設 !～ふくしまで暮らそう !ジ

ブン色の新生活応援宣言～ 

福島県福島市 04_移住・定住支援 

令和元年10月7日 【10月27日開催】Aターンフェア

in東京へ出展します !｜各課の

しごと｜秋田県北秋田市 

秋田県北秋田市 04_移住・定住支援 
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令和元年10月7日 【10月26日開催】いいな♪AKITA 

移住･交流フェア（東京･渋谷

区）へ出展します !｜各課のし

ごと｜秋田県北秋田市 

秋田県北秋田市 04_移住・定住支援 

令和元年10月7日 市営住宅への新規入居者を（随

時）募集しています 

岐阜県大垣市 05_公営住宅の募集 

令和元年10月7日 市営住宅入居者募集について(10

月7日号) 

鹿児島県いちき串

木野市 

05_公営住宅の募集 

令和元年10月7日 令和元年度住宅リフォーム促進

事業補助金(後期申請)の申請受

付は終了しました 

宮崎県えびの市 06_住宅改修・リフォ

ーム支援

令和元年10月8日 市営住宅の入居者募集 福井県敦賀市 05_公営住宅の募集 

令和元年10月8日 福島県避難市町村家賃等支援事

業について【富岡町、浪江町、

葛尾村と飯舘村の帰還困難区域

の皆様へ】（令和元年10月8日公

表） 

福島県 01_帰還・生活再建等

支援や就職・教育支援 

令和元年10月8日 定住促進住宅公開抽選会を開催

します 

岩手県二戸市 04_移住・定住支援 

令和元年10月8日 11月4日＠東京 「もっとひろし

まU･Iターンフェア2019」開

催 ! ! 

広島県 04_移住・定住支援 

令和元年10月8日 食Uターンで食の文化祭を楽しむ

ツアー【11月10日開催･要予約】 

福井県池田町 04_移住・定住支援 

令和元年10月8日 【2次案内】令和元年度喬木村

ICT公開授業のお知らせ 

長野県喬木村 04_移住・定住支援 

令和元年10月8日 町営住宅の入居者募集について

【松波団地D号棟】令和元年10月

10日(木)～令和元年10月24日

(木)まで 

秋田県八峰町 05_公営住宅の募集 

令和元年10月9日 空き家バンク - まちづくり 福島県南会津町 04_移住・定住支援、

06_住宅改修・リフォ

ーム支援 

令和元年10月9日 移住･子育て住まい支援事業 宮崎県延岡市 04_移住・定住支援 

令和元年10月9日 「いいな♪AKITA ～移住･交流フ

ェア～ 」（R1.10.26開催）に八

峰町が参加します ! 

秋田県八峰町 04_移住・定住支援 

令和元年10月9日 市営住宅入居者募集(令和元年10

月) 

兵庫県たつの市 05_公営住宅の募集 

令和元年10月9日 令和元年度第3回 市営住宅入居

者募集 

山形県新庄市 05_公営住宅の募集 

令和元年10月9日 平成31年度区営住宅（あき家）

募集抽選結果 

東京都中野区 05_公営住宅の募集 

令和元年10月9日 県営住宅の10月の入居者募集 静岡県 05_公営住宅の募集 

令和元年10月9日 令和元年度第2回住宅リフォーム

補助申請の受付結果 

神奈川県座間市 06_住宅改修・リフォ

ーム支援 

令和元年10月10

日 

空き家バンク - まちづくり 福島県南会津町 04_移住・定住支援、

06_住宅改修・リフォ

ーム支援 

令和元年10月10

日 

東京圏から芦屋町に移住した人

に「移住支援金」を交付します 

福岡県芦屋町 04_移住・定住支援 
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令和元年10月10

日 

【10月公募】町営住宅入居者募

集 

高知県中土佐町 05_公営住宅の募集 

令和元年10月10

日 

市営住宅入居者随時募集の実施

（先着順受付） 

鹿児島県鹿児島市 05_公営住宅の募集 

令和元年10月10

日 

住宅リフォーム工事助成事業終

了のお知らせ 

奈良県大淀町 06_住宅改修・リフォ

ーム支援 

令和元年10月10

日 

【気になる相談】住宅をリフォ

ームしたところ、工事の内容が

思っていたものと異なってい

た !

愛媛県 06_住宅改修・リフォ

ーム支援 

令和元年10月10

日 

住宅リフォーム助成事業 東京都大田区 06_住宅改修・リフォ

ーム支援 

令和元年10月11

日 

YY !ターンカレッジ公開講座  

萩市出身の料理人が地元手料

理 ! 

山口県萩市 04_移住・定住支援 

令和元年10月11

日 

弘前圏域移住イドバタ会議を開

催します ! 【11月6日、藤崎町

内】 [中南地域県民局地域連携

部 10月10日] 

青森県 04_移住・定住支援 

令和元年10月11

日 

【開催延期】10月13日 八戸都市

圏による移住セミナー（東京開

催） 

青森県八戸市 04_移住・定住支援 

令和元年10月11

日 

【10月26日】とっとり転職･移住

休日相談会in東京『とっとりに

移住しました !～移住前にやっ

ててよかった !知っててよかっ

た !成功談、失敗談お教えしま

す !～』に参加します ! 

鳥取県岩美町 04_移住・定住支援 

令和元年10月11

日 

◇◆令和元年度 市営住宅入居者

募集（第3回）◆◇ 

山形県尾花沢市 05_公営住宅の募集 

令和元年10月13

日 

県営住宅10月の入居者募集 静岡県 05_公営住宅の募集 

令和元年10月15

日 

猿払村営住宅の入居者募集のお

知らせ 

北海道猿払村 05_公営住宅の募集 

令和元年10月15

日 

移住相談会に参加します ! 山梨県韮崎市 04_移住・定住支援 

令和元年10月15

日 

釧路市移住･長期滞在相談会を実

施します。 

北海道釧路市 04_移住・定住支援 

令和元年10月15

日 

【11月10日開催】西諸合同移住

相談会「にしもろ移住セミナ

ー」を開催します ! 

宮崎県小林市 04_移住・定住支援 

令和元年10月15

日 

周防大島町若者定住促進住宅

（明新住宅）入居者募集および

現地見学会の開催について 

山口県周防大島町 04_移住・定住支援 

令和元年10月15

日 

11月16日開催 !“あいづの暮ら

しとしごと”移住相談会 

福島県 04_移住・定住支援 

令和元年10月15

日 

【移住相談会:広島市】ながさき

暮らし相談会 

長崎県島原市 04_移住・定住支援 

令和元年10月15

日 

令和元年11月 区営住宅入居者募

集のお知らせ 

東京都新宿区 05_公営住宅の募集 

令和元年10月15

日 

10月28日締め切り～市営住宅な

どの入居者を募集します 

佐賀県唐津市 05_公営住宅の募集 
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令和元年10月15

日 

10/31まで !町営住宅の入居者を

募集します 

岡山県久米南町 05_公営住宅の募集 

令和元年10月15

日 

令和元年度 市営住宅入居者募集

について 

沖縄県沖縄市 05_公営住宅の募集 

令和元年10月15

日 

令和元年第3回大牟田市営住宅入

居者募集について 

福岡県大牟田市 05_公営住宅の募集 

令和元年10月16

日 

みはまデイズpresents「暮らし

体感ツアー」リノベーション･ピ

クニック 

愛知県美浜町 04_移住・定住支援 

令和元年10月16

日 

みはまデイズpresents「自然体

験ツアー」農の恵みと秋の里山

ウォーキング 

愛知県美浜町 04_移住・定住支援 

令和元年10月16

日 

熊本県移住支援事業について 熊本県 04_移住・定住支援 

令和元年10月16

日 

【募集開始】移住支援事業につ

いて 

熊本県宇城市 04_移住・定住支援 

令和元年10月16

日 

令和元年11月市営住宅 入居者募

集 

東京都武蔵野市 05_公営住宅の募集 

令和元年10月16

日 

住宅改修費の支給申請について 千葉県袖ケ浦市 06_住宅改修・リフォ

ーム支援 

令和元年10月17

日 

令和元年台風19号被災者への義

援金を受け付けます 

愛媛県八幡浜市 03_避難者の交流･イベ

ント 

令和元年10月17

日 

受付終了間近 ! ! !『平成31年

度 八峰町住まいづくり応援事業

～はっぽうでHappo(y)なSmileづ

くりを応援します ! ! !～』【令

和元年10月17日更新】 

秋田県八峰町 04_移住・定住支援 

令和元年10月17

日 

令和元年9月市営住宅入居者募集

公開抽選結果について（都市計

画局） 

京都府京都市 05_公営住宅の募集 

令和元年10月17

日 

第51回変更認定 地域再生計画 新潟県魚沼市 06_住宅改修・リフォ

ーム支援 

令和元年10月18

日 

ふくしま健康長寿フェスティバ

ルが10月19日･20日に会津若松市

で開催されます 

福島県会津若松市 02_避難者の健康支援

（検査･検診） 

令和元年10月18

日 

11月9日(土)･10日(日)に東京で

移住相談会を実施します ! 

北海道新ひだか町 04_移住・定住支援 

令和元年10月18

日 

【11月16日、17日開催】しまね

U･Iターンフェアin東京 

島根県益田市 04_移住・定住支援 

令和元年10月18

日 

11月17日（日曜日）「にいがたU･

Iターンフェア2019」を開催しま

す。（東京･有楽町） 

新潟県 04_移住・定住支援 

令和元年10月18

日 

市営住宅の入居者募集(パンフレ

ット配布開始) 

兵庫県明石市 05_公営住宅の募集 

令和元年10月18

日 

公営住宅の入居募集について 宮城県多賀城市 05_公営住宅の募集 

令和元年10月18

日 

台風19号により住宅を被災した

方に対する県営住宅等の提供に

ついて 

福島県 05_公営住宅の募集 

令和元年10月18

日 

町営住宅第2黒坂団地入居者募集 

11月8日まで 

鳥取県日野町 05_公営住宅の募集 
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令和元年10月18

日 

子育て世帯向けリノベーション

住宅における入居者の特別随時

募集の実施の有無について（都

市計画局） 

京都府京都市 06_住宅改修・リフォ

ーム支援 

令和元年10月19

日 

福岡県営住宅 子育て世帯向けリ

フォーム住宅 内覧会のご案内 

福岡県 06_住宅改修・リフォ

ーム支援 

令和元年10月20

日 

都営住宅入居者募集の案内･申込

書（家族向･単身者向）を配布し

ます 

東京都中野区 05_公営住宅の募集 

令和元年10月20

日 

令和元年11月 都内全域都営住宅

の入居者を募集 

東京都小平市 05_公営住宅の募集

令和元年10月21

日 

町営住宅及び県営住宅の入居者

を募集します 

鳥取県北栄町 05_公営住宅の募集 

令和元年10月21

日 

受付終了間近 ! ! !『平成31年

度 八峰町住まいづくり応援事業

～はっぽうでHappo(y)なSmileづ

くりを応援します ! ! !～』【令

和元年10月21日更新】 

秋田県八峰町 04_移住・定住支援 

令和元年10月21

日 

南信州移住･Uターン大相談会in

東京 のご案内 

長野県阿智村 04_移住・定住支援 

令和元年10月21

日 

南信州移住･Uターン大相談会in

名古屋 のご案内 

長野県阿智村 04_移住・定住支援 

令和元年10月21

日 

県営住宅（市内）の入居募集(令

和元年11月） 

兵庫県篠山市 05_公営住宅の募集 

令和元年10月21

日 

市営住宅の入居者募集（令和元

年11月） 

兵庫県篠山市 05_公営住宅の募集 

令和元年10月21

日 

公営住宅入居申込について（10

月募集 抽選結果） 

北海道北見市 05_公営住宅の募集 

令和元年10月21

日 

市営住宅入居者を募集します。 岐阜県土岐市 05_公営住宅の募集 

令和元年10月21

日 

＜予告＞市営住宅の入居者を募

集します【令和元年11月常時公

募（新規分）】（都市整備局住宅

政策課） 

広島県広島市 05_公営住宅の募集 

令和元年10月21

日 

町営住宅 第3国頭団地 入居者募

集について 

鹿児島県和泊町 05_公営住宅の募集 

令和元年10月21

日 

西原教員住宅改修工事 鹿児島県和泊町 06_住宅改修・リフォ

ーム支援 

令和元年10月22

日 

東日本大震災避難者支援事業交

流学習会「福島から伝えたいこ

と～高校生が見ていた震災、そ

して今～」を開催します 

長野県松本市 03_避難者の交流･イベ

ント 

令和元年10月22

日 

都営住宅（地元割当）入居者募

集（令和元年11月） 

東京都葛飾区 05_公営住宅の募集 

令和元年10月22

日 

令和元年11月都営住宅入居者募

集 

東京都葛飾区 05_公営住宅の募集 

令和元年10月22

日 

令和元年11月 都営住宅入居者募

集 

東京都稲城市 05_公営住宅の募集 

令和元年10月22

日 

令和元年11月都営住宅入居者を

募集します 

東京都立川市 05_公営住宅の募集 

令和元年10月23

日 

【東京圏からの移住者対象】久

慈市移住支援事業について 

岩手県久慈市 04_移住・定住支援 
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令和元年10月23

日 

東京等で広島県へのUIJターン転

職相談会を開催 ! 

広島県 04_移住・定住支援 

令和元年10月23

日 

県央地域定住自立圏事業 健康セ

ミナーの開催について 

茨城県城里町 04_移住・定住支援 

令和元年10月23

日 

令和元年9月市営住宅使用者募集

公開抽せん結果 

東京都三鷹市 05_公営住宅の募集 

令和元年10月24

日 

公営住宅入居申込について（11

月募集） 

北海道北見市 05_公営住宅の募集 

令和元年10月24

日 

公営住宅･特定公共賃貸住宅の入

居者募集について 

北海道小清水町 05_公営住宅の募集 

令和元年10月24

日 

山形県飯豊町/町営住宅入居者募

集について 

山形県飯豊町 05_公営住宅の募集 

令和元年10月24

日 

麒麟のまち移住促進イベント

「すもう !麒麟のまち」の開催

について 

兵庫県新温泉町 04_移住・定住支援 

令和元年10月24

日 

「長野×新潟×富山×石川IJUフ

ェア」の開催について - 富山県 

富山県 04_移住・定住支援 

令和元年10月24

日 

山梨まるごと移住セミナー&相談

会｜山梨県身延町 

山梨県身延町 04_移住・定住支援 

令和元年10月24

日 

第2回「くずまき暮らし体験ツア

ー」参加者を募集します 

岩手県葛巻町 04_移住・定住支援 

令和元年10月24

日 

にいがたU･Iターンフェア2019

（東京･有楽町） 

新潟県柏崎市 04_移住・定住支援 

令和元年10月24

日 

「県中地域移住者交流会vol.1」

を開催します ! 

福島県 04_移住・定住支援 

令和元年10月24

日 

町営住宅及び定住促進住宅入居

者募集について 

熊本県津奈木町 05_公営住宅の募集 

令和元年10月24

日 

住宅リフォーム助成事業を行っ

ています。（受付終了のお知ら

せ） 

宮崎県川南町 06_住宅改修・リフォ

ーム支援 

令和元年10月24

日 

住宅リフォーム相談窓口 岐阜県多治見市 06_住宅改修・リフォ

ーム支援 

令和元年10月25

日 

苅田町営住宅入居者募集につい

て 

福岡県苅田町 05_公営住宅の募集 

令和元年10月25

日 

市営住宅の入居者を募集します 愛知県西尾市 05_公営住宅の募集 

令和元年10月25

日 

市営住宅入居者募集 栃木県宇都宮市 05_公営住宅の募集 

令和元年10月25

日 

市営住宅入居者募集 富山県南砺市 05_公営住宅の募集 

令和元年10月25

日 

「住宅だより(市営住宅及び定住

促進住宅の入居者に配布)」の広

告を募集します

愛知県名古屋市 05_公営住宅の募集 

令和元年10月25

日 

11月分伊那市営住宅の入居者募

集案内 

長野県伊那市 05_公営住宅の募集 

令和元年10月25

日 

東日本大震災復興応援JOC「がん

ばれ !ニッポン !」プロジェク

ト オリンピックデー･フェスタ 

福島県 03_避難者の交流･イベ

ント 

令和元年10月25

日 

移住支援金制度について 富山県氷見市 04_移住・定住支援 
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令和元年10月25

日 

美浜町移住者就業起業促進事業

における移住支援金の交付につ

いて 

愛知県美浜町 04_移住・定住支援 

令和元年10月25

日 

受付終了間近 ! ! !『平成31年

度 八峰町住まいづくり応援事業

～はっぽうでHappo(y)なSmileづ

くりを応援します ! ! !～』【令

和元年10月25日更新】 

秋田県八峰町 04_移住・定住支援 

令和元年10月25

日 

八峰町空き家情報室（令和元年

10月25日更新） 

秋田県八峰町 04_移住・定住支援 

令和元年10月25

日 

11月17日（日）地域の魅力発

信 !移住&地域との関わり創出フ

ェア（横浜）に山形村が出展し

ます ! 

長野県山形村 04_移住・定住支援 

令和元年10月25

日 

移住･定住相談会のお知らせ 静岡県西伊豆町 04_移住・定住支援 

令和元年10月25

日 

令和元年度第3回市営住宅空家募

集のご案内 

福島県会津若松市 05_公営住宅の募集 

令和元年10月25

日 

県営住宅（支援対象避難者向

け）入居募集のご案内（令和元

年10月25日更新） 

福島県 05_公営住宅の募集 

令和元年10月25

日 

県営住宅入居募集のご案内（令

和元年10月25日更新） 

福島県 05_公営住宅の募集 

令和元年10月25

日 

市営住宅入居者募集一覧（令和

元年11月分） 

鳥取県米子市 05_公営住宅の募集 

令和元年10月26

日 

米沢市空き家･空き地バンク 物

件詳細 

山形県米沢市 06_住宅改修・リフォ

ーム支援 

令和元年10月28

日 

「災害 心の健康相談」の開催に

ついて 

福島県いわき市 02_避難者の健康支援

（検査･検診） 

令和元年10月28

日 

海匝地域移住セミナー&相談会の

開催について| 銚子市 

千葉県銚子市 04_移住・定住支援 

令和元年10月28

日 

令和元年11月都営住宅入居者募

集 

東京都小金井市 05_公営住宅の募集 

令和元年10月28

日 

市営住宅等の入居者募集（2019

年11月） 

山口県下関市 05_公営住宅の募集 

令和元年10月28

日 

宇和島市営住宅入居者募集 愛媛県宇和島市 05_公営住宅の募集 

令和元年10月28

日 

令和元年台風第19号で被災･避難

された方を対象にした住宅リフ

ォーム相談会 

埼玉県東松山市 06_住宅改修・リフォ

ーム支援 

令和元年10月29

日 

市営住宅の入居者募集について 茨城県下妻市 05_公営住宅の募集 

令和元年10月29

日 

村営住宅入居者募集（単身者用

集合住宅） 

長野県木祖村 05_公営住宅の募集 

令和元年10月29

日 

被災者生活再建支援制度（東日

本大震災･令和元年台風19号関

連） 

宮城県 01_帰還・生活再建等

支援や就職・教育支援 

令和元年10月29

日 

「松本での農業をもっと知る、

移住ツアー」を開催します ! 

長野県松本市 04_移住・定住支援 

令和元年10月29

日 

市営住宅の空家入居者募集 兵庫県宝塚市 05_公営住宅の募集 
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令和元年10月29

日 

令和元年度第2回町営住宅入居者

募集 

北海道七飯町 05_公営住宅の募集 

令和元年10月29

日 

令和元年度町営住宅入居者募集 鹿児島県瀬戸内町 05_公営住宅の募集 

令和元年10月29

日 

店舗･住宅改修工事費補助金制度

のご案内（追加募集を開始しま

す） 

埼玉県狭山市 06_住宅改修・リフォ

ーム支援 

令和元年10月30

日 

都営住宅入居者募集 東京都東村山市 05_公営住宅の募集 

令和元年10月30

日 

兵庫県･岡山県合同移住相談会 兵庫県赤穂市 04_移住・定住支援 

令和元年10月30

日 

東日本大震災避難者相談窓口に

ついて 

東京都立川市 02_避難者の健康支援

（検査･検診） 

令和元年10月30

日 

空き家バンク - まちづくり 福島県南会津町 04_移住・定住支援、

06_住宅改修・リフォ

ーム支援 

令和元年10月30

日 

赤穂市移住支援事業（東京23区

枠）のお知らせ 

兵庫県赤穂市 04_移住・定住支援 

令和元年10月30

日 

GIFTS PREMIUM 11月イベント 岐阜県 04_移住・定住支援 

令和元年10月30

日 

「にいがたU･Iターンフェア

2019」に出展します 

新潟県小千谷市 04_移住・定住支援 

令和元年10月30

日 

受付終了間近 ! ! !『平成31年

度 八峰町住まいづくり応援事業

～はっぽうでHappo(y)なSmileづ

くりを応援します ! ! !～』【令

和元年10月30日更新】 

秋田県八峰町 04_移住・定住支援 

令和元年10月30

日 

【松本市･塩尻市･安曇野市】三

市合同移住セミナーを東京都で

開催します 

長野県安曇野市 04_移住・定住支援 

令和元年10月30

日 

第4回境港市みんなでまちづくり

推進会議を開催します（令和元

年11月11日開催） 

鳥取県境港市 04_移住・定住支援 

令和元年10月30

日 

町営住宅入居者募集（令和元年

11月分） 

大分県日出町 05_公営住宅の募集 

令和元年10月30

日 

酒々井町住宅リフォーム補助金

制度 

千葉県酒々井町 06_住宅改修・リフォ

ーム支援 

令和元年10月31

日 

市営住宅の入居者を募集します 鳥取県境港市 05_公営住宅の募集 

令和元年10月31

日 

市営住宅の入居者11月定期募集 岐阜県下呂市 05_公営住宅の募集 

令和元年10月31

日 

垂井町ブランド認証品販売と移

住相談会を開催 

岐阜県垂井町 04_移住・定住支援 

令和元年10月31

日 

豊田市UIJターン就業･起業者定

住応援補助金（移住支援金） 

愛知県豊田市 04_移住・定住支援 

令和元年10月31

日 

久留米市:移住支援補助金が新し

くなりました 

福岡県久留米市 04_移住・定住支援 

令和元年10月31

日 

【毎月開催 !】お仕事帰りのふ

くしま移住相談会 次回は11月27

日開催 ! 

福島県 04_移住・定住支援 
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令和元年10月31

日 

本日(10/31)受付最終日で

す ! ! !『平成31年度 八峰町住

まいづくり応援事業～はっぽう

でHappo(y)なSmileづくりを応援

します ! ! !～』【令和元年10月

31日更新】 

秋田県八峰町 04_移住・定住支援 

令和元年10月31

日 

村営住宅入居希望者募集につい

て 

沖縄県東村 05_公営住宅の募集 

令和元年10月31

日 

令和元年度第2回市営住宅入居者

福祉向け募集 

愛知県名古屋市 05_公営住宅の募集 

令和元年11月1日 ［お知らせ］市営住宅の入居者

募集について 

富山県砺波市 05_公営住宅の募集 

令和元年11月1日 県営住宅入居者募集について 鳥取県智頭町 05_公営住宅の募集 

令和元年11月1日 現在の空き室状況 宮崎県えびの市 05_公営住宅の募集 

令和元年11月1日 市営住宅について（空室情報掲

載 11月） 

北海道赤平市 05_公営住宅の募集 

令和元年11月1日 市営住宅入居者募集 北海道歌志内市 05_公営住宅の募集 

令和元年11月1日 市営住宅入居者募集について 佐賀県嬉野市 05_公営住宅の募集 

令和元年11月1日 町営住宅入居者募集 静岡県南伊豆町 05_公営住宅の募集 

令和元年11月1日 町営住宅入居者募集 長野県富士見町 05_公営住宅の募集 

令和元年11月1日 町営住宅入居者募集案内 栃木県壬生町 05_公営住宅の募集 

令和元年11月1日 町営住宅入居募集 愛知県美浜町 05_公営住宅の募集

令和元年11月1日 市営住宅の入居者募集（11月募

集） 

山口県萩市 05_公営住宅の募集 

令和元年11月1日 美作市で「被災地支援に取り組

む人と組織の交流セミナー」を

開催します。 

岡山県 03_避難者の交流･イベ

ント 

令和元年11月1日 神戸市:空き家を利用したい方へ 兵庫県神戸市 04_移住・定住支援、

06_住宅改修・リフォ

ーム支援 

令和元年11月1日 [お知らせ]（新入社員等対象）

奨学金返還支援の受付けは11月

29日までです ! 

北海道深川市 04_移住・定住支援 

令和元年11月1日 【協力隊奮闘記】平成31年度 そ

の7 

山形県尾花沢市 04_移住・定住支援 

令和元年11月1日 移住支援･就労マッチング支援 岡山県高梁市 04_移住・定住支援 

令和元年11月1日 東京で開催される新潟の「U･Iタ

ーン」のイベント情報（11月） 

新潟県 04_移住・定住支援 

令和元年11月1日 【11月17日開催】くまもと移住

相談会『ぎゃんアッと !?くまも

と ! !～県南編～ 

熊本県 04_移住・定住支援 

令和元年11月1日 柳津町移住支援事業について 福島県柳津町 04_移住・定住支援 

令和元年11月1日 【受付を終了しました。】『平成

31年度 八峰町住まいづくり応援

事業～はっぽうでHappo(y)な

Smileづくりを応援します ! ! !

～』【令和元年10月31日更新】 

秋田県八峰町 04_移住・定住支援、

06_住宅改修・リフォ

ーム支援 
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令和元年11月1日 令和元年度第3回市営住宅空家募

集のご案内 

福島県会津若松市 05_公営住宅の募集 

令和元年11月1日 町営住宅（天皇）の入居者募集

（12月2日入居予定） 

京都府宇治田原町 05_公営住宅の募集 

令和元年11月1日 市営住宅の入居者募集(2019年度

募集は終了しました) 

兵庫県明石市 05_公営住宅の募集 

令和元年11月1日 令和元年度第3回市営住宅入居者

の定期募集 

北海道旭川市 05_公営住宅の募集 

令和元年11月1日 【11月】市営住宅入居者の募集

について 

北海道赤平市 05_公営住宅の募集 

令和元年11月1日 市営住宅入居定期募集（2019年

（令和元年）11月） 

北海道釧路市 05_公営住宅の募集 

令和元年11月1日 市営住宅入居者募集（令和元年

11月募集） 

山口県長門市 05_公営住宅の募集 

令和元年11月1日 市営住宅の入居者を募集します

【令和元年11月定期公募】（都市

整備局住宅政策課） 

広島県広島市 05_公営住宅の募集 

令和元年11月1日 市営住宅の入居者を募集します

【令和元年11月常時公募】（都市

整備局住宅政策課） 

広島県広島市 05_公営住宅の募集 

令和元年11月1日 市営住宅入居者（定期募集） 愛知県豊田市 05_公営住宅の募集 

令和元年11月1日 公営住宅の入居者を募集します

【募集期間:11月1日（金曜日）

～11月15日（金曜日）】 

新潟県燕市 05_公営住宅の募集 

令和元年11月1日 都営住宅入居者の募集案内を配

布します（元年11月1日） 

東京都杉並区 05_公営住宅の募集 

令和元年11月1日 令和元年11月都営住宅入居者募

集 

東京都武蔵野市 05_公営住宅の募集 

令和元年11月1日 令和元年茅ヶ崎市営住宅入居者

募集 

神奈川県茅ヶ崎市 05_公営住宅の募集 

令和元年11月1日 町営住宅を紹介します ! 福島県浪江町 05_公営住宅の募集 

令和元年11月1日 新しい町営住宅の入居者を募集

します !（募集期間:11月6日～

27日） 

福島県浪江町 05_公営住宅の募集 

令和元年11月1日 【受付終了】平成31年度日野町

住宅リフォーム等促進事業助成

金の申請受付について 

滋賀県日野町 06_住宅改修・リフォ

ーム支援 

令和元年11月1日 令和元年台風19号の被災者に対

する住宅等改修助成金･事業継続

補助金について 

群馬県嬬恋村 06_住宅改修・リフォ

ーム支援 

令和元年11月3日 令和元年度第4回県営住宅入居者

定期募集について 

岩手県 05_公営住宅の募集 

令和元年11月3日 岩手県災害公営住宅入居者募集

案内（第2回追加募集）について 

岩手県 05_公営住宅の募集 

令和元年11月3日 都営住宅の入居者を募集(令和元

年11月) 

東京都三鷹市 05_公営住宅の募集 

令和元年11月5日 市営住宅の入居者を募集します 兵庫県朝来市 05_公営住宅の募集 

令和元年11月5日 【2020年1月6日】新春のつどい

／相馬市公式ホームページ 

福島県相馬市 01_帰還・生活再建等

支援や就職・教育支援 

令和元年11月5日 移住支援(東京23区）事業 兵庫県たつの市 04_移住・定住支援 
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令和元年11月5日 【11/17有楽町】福島くらし&し

ごとフェアにブース出展します 

- 伊達市 

福島県伊達市 04_移住・定住支援 

令和元年11月5日 11月17日（日） 「地域の魅力発

信 !移住地域との関わり創出フ

ェア」（横浜） 

青森県八戸市 04_移住・定住支援 

令和元年11月5日 ＜学生向け＞かがわUIターン就

活シンポジウムを開催します ! 

香川県 04_移住・定住支援 

令和元年11月5日 令和元年度第3回市営住宅空家募

集のご案内

福島県会津若松市 05_公営住宅の募集 

令和元年11月5日 県営住宅入居者定期募集のお知

らせ（県央･県南地区） 

宮崎県 05_公営住宅の募集 

令和元年11月5日 令和元年11月 地元割当都営住宅

の入居者を募集します 

東京都小平市 05_公営住宅の募集 

令和元年11月5日 令和元年11月 区営住宅入居者募

集のお知らせ 

東京都新宿区 05_公営住宅の募集 

令和元年11月5日 都営住宅（地元割当）入居者募

集（令和元年11月） 

東京都葛飾区 05_公営住宅の募集 

令和元年11月6日 東日本大震災から生まれた文化

交流 第2回TaKoTaKoあがれ ! !

コンサートを開催します 

東京都国分寺市 03_避難者の交流･イベ

ント 

令和元年11月6日 移住交流イベント「男の米づく

りナイト」の開催について 

愛媛県 04_移住・定住支援 

令和元年11月6日 12月14日開催 !第5回ふくしま

“県北”移住セミナー 

福島県 04_移住・定住支援 

令和元年11月6日 ふくしまぐらし移住セミナー

「ふくしまで子育てしたい。」を

開催します ! 

福島県福島市 04_移住・定住支援 

令和元年11月6日 八峰町空き家情報室（令和元年

11月6日更新） 

秋田県八峰町 04_移住・定住支援 

令和元年11月6日 青森市移住相談会の開催につい

て【11月6日提供】 

青森県青森市 04_移住・定住支援 

令和元年11月6日 令和元年度第3回市営住宅空家募

集のご案内 

福島県会津若松市 05_公営住宅の募集 

令和元年11月6日 市営住宅の入居者募集(抽選結果

発表) 

兵庫県明石市 05_公営住宅の募集 

令和元年11月6日 【11/6更新】【追加募集】市営住

宅の入居者を募集します 

千葉県船橋市 05_公営住宅の募集 

令和元年11月6日 市営住宅入居者を募集（応募期

限は11月21日） 

広島県江田島市 05_公営住宅の募集 

令和元年11月6日 令和元年10月区営住宅（あき

家）入居者募集抽選結果 

東京都千代田区 05_公営住宅の募集 

令和元年11月6日 県営住宅入居者の募集について 鳥取県智頭町 05_公営住宅の募集

令和元年11月6日 令和元年度第3回(12月)市営住宅

入居者募集 

鹿児島県鹿児島市 05_公営住宅の募集 

令和元年11月7日 [お知らせ]市営住宅の入居者を

募集します 

北海道深川市 05_公営住宅の募集 

令和元年11月7日 空き家バンクに関する情報公開 岩手県田野畑村 04_移住・定住支援 

令和元年11月7日 地域の魅力発信 !移住&地域との

関わり創出フェアに出展しま

す ! 

愛媛県西条市 04_移住・定住支援 
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令和元年11月7日 令和元年9月の市営住宅入居者募

集に係る抽選結果を発表します 

神奈川県川崎市 05_公営住宅の募集 

令和元年11月7日 西原教員住宅改修工事 鹿児島県和泊町 06_住宅改修・リフォ

ーム支援 

令和元年11月8日 京都北部プロジェクト博覧会を

開催します 

京都府宮津市 04_移住・定住支援 

令和元年11月8日 移住セミナーを開催します 北海道小平町 04_移住・定住支援 

令和元年11月8日 移住セミナーを開催します 北海道豊浦町 04_移住・定住支援 

令和元年11月8日 個別移住相談会の開催(12月7日) 神奈川県二宮町 04_移住・定住支援 

令和元年11月8日 令和元年度後期 県営住宅補充入

居待機者募集 

熊本県 05_公営住宅の募集 

令和元年11月8日 令和元年度第3回市営住宅空家募

集のご案内 

福島県会津若松市 05_公営住宅の募集 

令和元年11月10

日 

【移住ツアー】11月9日(土)･10

日(日) 開催予定の「のびのび伊

達LIFE体験ツアー」は先日の台

風19号の影響により、ツアーを

延期することとなりました 

福島県郡山市 04_移住・定住支援 

令和元年11月11

日 

市営住宅の入居者募集について 鳥取県境港市 05_公営住宅の募集 

令和元年11月11

日 

京都北部プロジェクト博覧会を

開催します 

京都府伊根町 04_移住・定住支援 

令和元年11月11

日 

令和元年度第3回市営住宅空家募

集のご案内 ※受付終了 

福島県会津若松市 05_公営住宅の募集 

令和元年11月11

日 

市営住宅の入居者を募集します

（抽選会のお知らせ） 

長崎県島原市 05_公営住宅の募集 

令和元年11月11

日 

県営住宅11月の入居者募集 静岡県 05_公営住宅の募集 

令和元年11月12

日 

先着順により県営住宅の入居者

を募集します 

愛知県 05_公営住宅の募集 

令和元年11月12

日 

空き家バンク - まちづくり 福島県南会津町 04_移住・定住支援、

06_住宅改修・リフォ

ーム支援 

令和元年11月12

日 

移住相談会のご案内 三重県度会町 04_移住・定住支援 

令和元年11月12

日 

町営住宅入居募集にかかる申請

書の提出について 

香川県三木町 05_公営住宅の募集 

令和元年11月13

日 

瑞浪市営住宅 入居者募集のおし

らせ 

岐阜県瑞浪市 05_公営住宅の募集 

令和元年11月13

日 

結婚相談室「輪～りんぐ～」に

ついて 

兵庫県篠山市 04_移住・定住支援 

令和元年11月13

日 

結婚相談室「輪～りんぐ～」事

業概要 

兵庫県篠山市 04_移住・定住支援 

令和元年11月13

日 

やまぐちYY !ターンカレッジ(4) 

はぎ地域資源(株)新井さんと小

川さんがゲスト ! 

山口県萩市 04_移住・定住支援 

令和元年11月13

日 

令和元年度岩手県文化振興事業

団プレゼンツ「文化･芸術が集う

ときin一関」を開催します - 一

関市 

岩手県一関市 04_移住・定住支援 



166 

令和元年11月13

日 

伊達な暮らしセミナー（東京で

の移住セミナー）を開催しま

す。 - 一関市 

岩手県一関市 04_移住・定住支援 

令和元年11月13

日 

年末年始に長崎駅前かもめ広場

で移住相談会を開催します ! 

長崎県長崎市 04_移住・定住支援 

令和元年11月13

日 

垂水市移住就業･起業支援事業補

助金 

鹿児島県垂水市 04_移住・定住支援 

令和元年11月13

日 

高齢者自立支援住宅改修給付 東京都港区 06_住宅改修・リフォ

ーム支援 

令和元年11月14

日 

「だいせんライフ」移住者ネッ

トワーク交流会 

秋田県大仙市 04_移住・定住支援 

令和元年11月14

日 

玉名市営住宅入居者募集 熊本県玉名市 05_公営住宅の募集 

令和元年11月14

日 

市営住宅入居者募集について 香川県三豊市 05_公営住宅の募集 

令和元年11月14

日 

公営住宅の入居者を募集します

｜くらしの情報｜羽幌町 

北海道羽幌町 05_公営住宅の募集 

令和元年11月14

日 

大蔵村季の里村営住宅入居者募

集 ! 

山形県大蔵村 05_公営住宅の募集 

令和元年11月14

日 

町営住宅入居者の募集について

（さくら団地）【令和元年11月募

集】 

静岡県吉田町 05_公営住宅の募集 

令和元年11月14

日 

令和元年11月13日競争入札結果 岐阜県瑞浪市 06_住宅改修・リフォ

ーム支援 

令和元年11月14

日 

[申請書ダウンロード]住宅所有

者の承諾書(住宅改修用) 

東京都豊島区 06_住宅改修・リフォ

ーム支援 

令和元年11月15

日 

猿払村営住宅の入居者募集のお

知らせ 

北海道猿払村 05_公営住宅の募集 

令和元年11月15

日 

東団地 入居者募集情報 山形県河北町 05_公営住宅の募集 

令和元年11月15

日 

11月28日締め切り～市営住宅な

どの入居者を募集します 

佐賀県唐津市 05_公営住宅の募集 

令和元年11月15

日 

空き家バンク - まちづくり 福島県南会津町 04_移住・定住支援、

06_住宅改修・リフォ

ーム支援 

令和元年11月15

日 

しまねUターンIターンフェアin

東京の開催について（11/16･

17） 

島根県隠岐の島町 04_移住・定住支援 

令和元年11月15

日 

周防大島町特定公共賃貸住宅及

び町営住宅等の入居者募集（令

和元年11月募集） 

山口県周防大島町 05_公営住宅の募集 

令和元年11月15

日 

12/2まで !町営住宅の入居者を

募集します 

岡山県久米南町 05_公営住宅の募集 

令和元年11月15

日 

町営住宅入居者募集（後水･緑ヶ

丘団地） 

福岡県芦屋町 05_公営住宅の募集 

令和元年11月15

日 

子育て世帯向け県営住宅松陽台

第二団地（6期）入居者を募集し

ます。 

鹿児島県 05_公営住宅の募集 

令和元年11月15

日 

市営高坂荘リノベーション住宅

入居者募集（子育て･若年世帯向

け） 

愛知県名古屋市 06_住宅改修・リフォ

ーム支援 
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令和元年11月18

日 

公営住宅入居申込について（11

月募集 抽選結果） 

北海道北見市 05_公営住宅の募集 

令和元年11月18

日 

12月15日(日曜日)俳優･石丸謙二

郎さんが語る大分の魅力「第6回

おおいた暮らし塾in東京」を開

催します。 

大分県 04_移住・定住支援 

令和元年11月18

日 

12月7日（土曜日）自然と暮らす

アウトドアライフセミナー&U･I

ターン個別相談会を東京で開催

します ! 

新潟県 04_移住・定住支援 

令和元年11月18

日 

県外から燕市へ移住した人を対

象に、雪道運転のアドバイス等

を行う講習会を開催します ! 

新潟県燕市 04_移住・定住支援 

令和元年11月18

日 

【終了しました】11月17日

（日） 「地域の魅力発信 !移住

&地域との関わり創出フェア」

（横浜） 

青森県八戸市 04_移住・定住支援 

令和元年11月18

日 

令和元年11月 市営住宅入居者募

集のお知らせ 

島根県浜田市 05_公営住宅の募集 

令和元年11月18

日 

台風19号被災に伴う市営住宅へ

の一時入居者募集について 

長野県飯山市 05_公営住宅の募集 

令和元年11月18

日 

台風19号被害により家屋が全壊･

半壊し、家屋等の解体･撤去を行

った方、これから行う予定の方

へ（公費解体制度のご案内） 

長野県千曲市 06_住宅改修・リフォ

ーム支援 

令和元年11月19

日 

市営住宅の入居者募集 東京都東村山市 05_公営住宅の募集 

令和元年11月19

日 

町営住宅入居者の募集について 滋賀県日野町 05_公営住宅の募集 

令和元年11月19

日 

都営住宅の入居者募集 東京都東村山市 05_公営住宅の募集 

令和元年11月19

日 

静岡まるごと移住フェアに出展

します ! 

静岡県牧之原市 04_移住・定住支援 

令和元年11月19

日 

【本日締切】「移住者とのワーク

ショップ」への参加者（移住

者）を募集します 

鳥取県境港市 04_移住・定住支援 

令和元年11月19

日 

市営住宅入居募集について（被

災者向け） 

千葉県茂原市 05_公営住宅の募集 

令和元年11月19

日 

令和元年度（第3期）市営住宅入

居者募集仮当選者抽選結果につ

いて 

長崎県佐世保市 05_公営住宅の募集 

令和元年11月20

日 

市営住宅入居者募集のお知らせ| 

銚子市 

千葉県銚子市 05_公営住宅の募集 

令和元年11月20

日 

☆南米からのおたより☆11月号

【アルゼンチン】 

沖縄県浦添市 04_移住・定住支援 

令和元年11月20

日 

移住者向けの交流会開催につい

て 

福井県敦賀市 04_移住・定住支援 

令和元年11月20

日 

＜予告＞市営住宅の入居者を募

集します【令和元年12月常時公

募（新規分）】（都市整備局住宅

政策課） 

広島県広島市 05_公営住宅の募集 
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令和元年11月20

日 

【12/10（火）まで】市営住宅･

受託県営住宅入居募集情報 

鳥取県倉吉市 05_公営住宅の募集 

令和元年11月20

日 

いこまのすまい「原点は「面白

そう」。住宅の当たり前を問い直

した、自分に素直な家づくり」

を公開 !(good cycle ikoma) 

奈良県生駒市 06_住宅改修・リフォ

ーム支援 

令和元年11月21

日 

空き家バンク - まちづくり 福島県南会津町 04_移住・定住支援、

06_住宅改修・リフォ

ーム支援 

令和元年11月21

日 

南信州冬の移住体験ツアー2020

のお知らせ 

長野県喬木村 04_移住・定住支援

令和元年11月21

日 

南信州移住･Uターン大相談会in

名古屋のお知らせ 

長野県喬木村 04_移住・定住支援 

令和元年11月21

日 

市立賃貸住宅入居者募集（令和

元年12月） 

兵庫県篠山市 05_公営住宅の募集 

令和元年11月21

日 

【受付終了】【追加募集】市営住

宅の入居者を募集します 

千葉県船橋市 05_公営住宅の募集 

令和元年11月21

日 

令和元年11月 区営住宅入居者募

集のご案内 

東京都中央区 05_公営住宅の募集 

令和元年11月21

日 

令和元年11月下旬都営住宅地元

割当･区営住宅入居者募集の申込

書 

東京都足立区 05_公営住宅の募集 

令和元年11月22

日 

市営住宅の入居者を募集します 愛知県西尾市 05_公営住宅の募集 

令和元年11月22

日 

HIROBIRO.ひろしまINトーキョー

「移住のいろは･転職編」開催し

ます 

広島県 04_移住・定住支援 

令和元年11月22

日 

令和元年度 臨時 市営住宅入居

者募集（空家） 

北海道富良野市 05_公営住宅の募集 

令和元年11月22

日 

令和元年12月期市営住宅の入居

者募集について 

北海道網走市 05_公営住宅の募集 

令和元年11月22

日 

公営住宅 豊岡団地 目黒団地 吉

野第二団地の入居者募集につい

て 

愛媛県松野町 05_公営住宅の募集 

令和元年11月22

日 

令和元年度 市営住宅の入居者募

集 

福井県あわら市 05_公営住宅の募集 

令和元年11月22

日 

【募集】町営住宅入居者募集に

ついて【建設課】 

青森県五戸町 05_公営住宅の募集 

令和元年11月24

日 

若者定住応援住宅･いなか暮らし

支援住宅 

東京都奥多摩町 04_移住・定住支援 

令和元年11月25

日 

公営住宅の入居者定期募集 滋賀県東近江市 05_公営住宅の募集 

令和元年11月25

日 

市営住宅入居者を募集します 岐阜県大垣市 05_公営住宅の募集 

令和元年11月25

日 

市営住宅入居者募集 栃木県宇都宮市 05_公営住宅の募集 

令和元年11月25

日 

市営住宅入居者募集 富山県南砺市 05_公営住宅の募集 

令和元年11月25

日 

町営住宅入居者の募集について

｜浦幌町の組織とその仕事｜北

海道十勝郡浦幌町 

北海道浦幌町 05_公営住宅の募集 
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令和元年11月25

日 

12月分伊那市営住宅の入居者募

集案内 

長野県伊那市 05_公営住宅の募集 

令和元年11月25

日 

【12/1京都市開催】京都府北部 

空き家&移住相談会 

京都府伊根町 04_移住・定住支援 

令和元年11月25

日 

大学生による「高島市移住PR動

画」コンペティション 最終審査

会の開催について 

滋賀県高島市 04_移住・定住支援 

令和元年11月25

日 

八代市移住支援金について 熊本県八代市 04_移住・定住支援 

令和元年11月25

日 

令和元年12月公営住宅募集につ

いて 

北海道新ひだか町 05_公営住宅の募集 

令和元年11月25

日 

2019年度の市営住宅入居登録者

を追加募集します 

埼玉県狭山市 05_公営住宅の募集 

令和元年11月25

日 

防府市営住宅入居者募集のお知

らせ(令和元年12月分) 

山口県防府市 05_公営住宅の募集 

令和元年11月25

日 

県営住宅入居募集のご案内（令

和元年11月25日更新） 

福島県 05_公営住宅の募集 

令和元年11月25

日 

県営住宅（支援対象避難者向

け）入居募集のご案内（令和元

年11月25日更新） 

福島県 05_公営住宅の募集 

令和元年11月25

日 

市営住宅入居者募集一覧（令和

元年12月分） 

鳥取県米子市 05_公営住宅の募集 

令和元年11月25

日 

【改正】上ノ国町住宅リフォー

ム補助金交付事業 

北海道上ノ国町 06_住宅改修・リフォ

ーム支援 

令和元年11月26

日 

【オホーツクール】本橋GMの町

おこし1年生（冬編）に美幌町が

登場 ! ! ! 

北海道美幌町 04_移住・定住支援 

令和元年11月26

日 

11月30日（土曜日）～サクッと

ちば移住体験～千葉県移住セミ

ナーが開催 

千葉県大網白里市 04_移住・定住支援 

令和元年11月26

日 

ビジネス人材移住支援金 鳥取県米子市 04_移住・定住支援 

令和元年11月26

日 

令和元年度沖縄市営住宅入居者

募集抽選会結果について 

沖縄県沖縄市 05_公営住宅の募集 

令和元年11月27

日 

市営住宅入居者の随時募集につ

いて（終了しました） 

北海道旭川市 05_公営住宅の募集 

令和元年11月27

日 

【12/3京丹後市開催】移住者受

入講習会について 

京都府伊根町 04_移住・定住支援 

令和元年11月27

日 

移住促進イベント『おおいた暮

らし塾in東京』に豊後大野市が

参加します。 

大分県豊後大野市 04_移住・定住支援 

令和元年11月27

日 

『青森市移住相談会』開催案内 青森県青森市 04_移住・定住支援 

令和元年11月27

日 

令和元年度第4回県営住宅の入居

者募集 

福岡県芦屋町 05_公営住宅の募集 

令和元年11月27

日 

板倉町住宅リフォーム業者一覧

への掲載事業所の募集 

群馬県板倉町 06_住宅改修・リフォ

ーム支援 

令和元年11月27

日 

住宅断熱性能向上リフォーム補

助金の受付期間を延長しました 

長野県立科町 06_住宅改修・リフォ

ーム支援 

令和元年11月28

日 

市営住宅入居者随時募集につい

て 

福島県喜多方市 05_公営住宅の募集 
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令和元年11月28

日 

【12月21日】くまもと移住相談

会「くまもと移住･就業フェア」

開催のお知らせ 

熊本県 04_移住・定住支援 

令和元年11月28

日 

【毎月開催 !】お仕事帰りのふ

くしま移住相談会 次回は12月25

日開催 ! 

福島県 04_移住・定住支援 

令和元年11月28

日 

令和元年10月区営住宅入居者募

集の抽せん結果をお知らせしま

す 

東京都目黒区 05_公営住宅の募集 

令和元年11月28

日 

令和元年度第5回福島県復興公営

住宅入居者募集のお知らせ 

福島県 05_公営住宅の募集

令和元年11月28

日 

令和元年度第3回市営住宅空家随

時募集のご案内 

福島県会津若松市 05_公営住宅の募集 

令和元年11月29

日 

市営住宅への入居者募集･申し込

み手続き 

神奈川県南足柄市 05_公営住宅の募集 

令和元年11月29

日 

「UIJターン新規就業支援事業」

の実施について 

北海道富良野市 04_移住・定住支援 

令和元年11月29

日 

第4回つくみ軽トラ市開催 !（12

月15日） 

大分県津久見市 04_移住・定住支援 

令和元年11月29

日 

「信州なかの移住相談会in銀座

NAGANO」を開催します !【12月

10日】 

長野県中野市 04_移住・定住支援 

令和元年11月29

日 

「信州なかの出張移住相談デス

ク」を開設します !【12月13日･

14日】 

長野県中野市 04_移住・定住支援 

令和元年11月29

日 

「北信州合同移住セミナー」を

開催します !【12月21日】 

長野県中野市 04_移住・定住支援 

令和元年11月29

日 

道営住宅の随時募集について 北海道美幌町 05_公営住宅の募集 

令和元年11月29

日 

市営住宅の常時募集（令和元年

12月･新規分）について 

山口県下関市 05_公営住宅の募集 

令和元年11月30

日 

市営住宅の入居者を募集します 鳥取県境港市 05_公営住宅の募集 

令和元年11月30

日 

市営住宅の入居者募集について 鳥取県境港市 05_公営住宅の募集 

令和元年11月30

日 

（12月）市営住宅入居者の募集

について 

北海道赤平市 05_公営住宅の募集 

令和元年12月1日 ［お知らせ］市営住宅の入居者

募集について 

富山県砺波市 05_公営住宅の募集 

令和元年12月1日 市営住宅入居者募集 岩手県久慈市 05_公営住宅の募集 

令和元年12月1日 日の出町営住宅入居者を募集し

ます 

東京都日の出町 05_公営住宅の募集 

令和元年12月1日 市営住宅の入居者12月定期募集 岐阜県下呂市 05_公営住宅の募集 

令和元年12月1日 【補助金】移住支援金を支給し

ます 

大分県宇佐市 04_移住・定住支援 

令和元年12月1日 東京で開催される新潟の「U･Iタ

ーン」のイベント情報（12月） 

新潟県 04_移住・定住支援 

令和元年12月1日 令和元年度第3回市営住宅補充入

居者を募集します（住宅課） 

愛媛県松山市 05_公営住宅の募集 
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令和元年12月1日 公営住宅の入居者を募集します

【募集期間:12月2日（月曜日）

～12月13日（金曜日）まで】 

新潟県燕市 05_公営住宅の募集 

令和元年12月1日 町営住宅入居者募集（令和元年

度１2月募集分） 

福島県三春町 05_公営住宅の募集 

令和元年12月2日 「しまねUターンIターン相談会

in東京」が開催されます 

島根県浜田市 04_移住・定住支援 

令和元年12月2日 現在の空き室状況 宮崎県えびの市 05_公営住宅の募集 

令和元年12月2日 市営住宅等の入居者募集のご案

内 

大阪府八尾市 05_公営住宅の募集 

令和元年12月2日 町営住宅入居者募集 長野県富士見町 05_公営住宅の募集 

令和元年12月2日 町営住宅入居募集 愛知県美浜町 05_公営住宅の募集 

令和元年12月2日 12月14日開催 ! 国東･杵築合同

移住セミナー ! 

大分県国東市 04_移住・定住支援 

令和元年12月2日 町営住宅（岡之薮）の入居者募

集（1月6日入居予定） 

京都府宇治田原町 05_公営住宅の募集 

令和元年12月2日 [新着情報]市営住宅の入居者募

集（申込12月2日から11日、抽選

会12月16日） 

北海道名寄市 05_公営住宅の募集 

令和元年12月2日 市営住宅入居者募集(随時）につ

いて 

島根県浜田市 05_公営住宅の募集 

令和元年12月2日 市営住宅の入居者を募集します

【令和元年12月常時公募】（都市

整備局住宅政策課） 

広島県広島市 05_公営住宅の募集 

令和元年12月2日 令和元年12月 区営住宅（家族向

け）入居登録者募集 

東京都豊島区 05_公営住宅の募集 

令和元年12月2日 台風19号被災に伴う市営住宅へ

の一時入居第2回募集について 

長野県飯山市 05_公営住宅の募集 

令和元年12月2日 令和元年度「あさ暮らし住宅リ

フォーム補助金」の受付につい

て 

福岡県朝倉市 06_住宅改修・リフォ

ーム支援 

令和元年12月3日 【柏崎】かしわざきをもっと語

り合おう「かしわざき暮らし語

り場 in おかちまち」を開催し

ました 

新潟県 04_移住・定住支援 

令和元年12月3日 市営住宅 入居者追加募集 東京都府中市 05_公営住宅の募集 

令和元年12月3日 【12月公募】町営住宅入居者募

集 

高知県中土佐町 05_公営住宅の募集 

令和元年12月3日 飯塚市定住促進住宅改修補助金

制度の受付状況を更新しまし

た。 

福岡県飯塚市 06_住宅改修・リフォ

ーム支援 

令和元年12月4日 町営住宅空き家入居抽選会【定

期募集】を行います 

福岡県添田町 05_公営住宅の募集 

令和元年12月4日 国見ニュータウンの被災者向け

の割引制度を拡大、延長します 

福島県国見町 01_帰還・生活再建等

支援や就職・教育支

援、04_移住・定住支

援 

令和元年12月4日 第1回移住者交流会を開催します 大分県臼杵市 04_移住・定住支援 

令和元年12月4日 移住支援金 岩手県住田町 04_移住・定住支援 

令和元年12月4日 U･Iターン転職相談会 広島県呉市 04_移住・定住支援 



172 

令和元年12月4日 とちぎ暮らしセミナー「栃木県

県東地域 移住人生ゲーム」の開

催について 

栃木県 04_移住・定住支援 

令和元年12月4日 村営住宅入居希望者募集につい

て 

沖縄県東村 05_公営住宅の募集 

令和元年12月4日 令和元年度第2回宇城市営住宅補

充入居者募集を行います 

熊本県宇城市 05_公営住宅の募集 

令和元年12月4日 福祉用具･住宅改修受領委任払い

登録説明会 

千葉県流山市 06_住宅改修・リフォ

ーム支援 

令和元年12月4日 住宅の改造、改修について 福井県坂井市 06_住宅改修・リフォ

ーム支援 

令和元年12月5日 市営住宅の入居者を募集します 兵庫県朝来市 05_公営住宅の募集 

令和元年12月5日 市営住宅入居者募集について(12

月5日号) 

鹿児島県いちき串

木野市 

05_公営住宅の募集 

令和元年12月5日 【移住相談会:福岡市】ながさき

暮らし相談会 

長崎県島原市 04_移住・定住支援 

令和元年12月5日 【12月5日募集開始】市営住宅入

居者を募集します 

奈良県香芝市 05_公営住宅の募集 

令和元年12月5日 令和元年12月町営住宅（公営住

宅）募集について 

香川県綾川町 05_公営住宅の募集 

令和元年12月6日 玉名市営住宅入居者募集 熊本県玉名市 05_公営住宅の募集 

令和元年12月6日 町営住宅入居者募集について 熊本県和水町 05_公営住宅の募集 

令和元年12月6日 町営住宅入居者募集のお知らせ 兵庫県香美町 05_公営住宅の募集 

令和元年12月6日 ふるさと岡山で新生活を始めま

せんか?～「おかやまUターン･ニ

ューイヤー移住相談会」の開催

～ 

岡山県 04_移住・定住支援 

令和元年12月6日 市営住宅入居者募集(1月募集) 愛媛県八幡浜市 05_公営住宅の募集 

令和元年12月6日 抽選により県営住宅の入居者を

募集します（2019年度第1回新

設） 

愛知県 05_公営住宅の募集 

令和元年12月6日 県営住宅について [建築住宅課 

12月5日] 

青森県 05_公営住宅の募集 

令和元年12月6日 町営住宅第2黒坂団地入居者募集 鳥取県日野町 05_公営住宅の募集 

令和元年12月6日 高齢者自立支援住宅改修助成 東京都豊島区 06_住宅改修・リフォ

ーム支援 

令和元年12月6日 【事後審査型一般競争入札（建

築一式B級）】松本市営住宅岡田

団地B･C･D･E･F棟屋根等改修工事

（12月6日公告第279号） 

長野県松本市 06_住宅改修・リフォ

ーム支援 

令和元年12月7日 令和元年12月市営住宅の入居者

を募集します 

東京都立川市 05_公営住宅の募集 

令和元年12月9日 空き家情報 岩手県雫石町 04_移住・定住支援 

令和元年12月9日 市営住宅の入居者募集について 鳥取県境港市 05_公営住宅の募集 

令和元年12月9日 白石市･登別市歴史交流講演会 北海道登別市 04_移住・定住支援 

令和元年12月9日 【1月26日開催】しまねUターンI

ターン相談会in東京 

島根県益田市 04_移住・定住支援 

令和元年12月9日 移住交流イベント「男の米づく

りナイト」を開催しました ! 

愛媛県 04_移住・定住支援 
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令和元年12月9日 県営住宅入居者募集(令和元年12

月) 

兵庫県たつの市 05_公営住宅の募集 

令和元年12月10

日 

町営住宅の入居者募集 岩手県岩泉町 05_公営住宅の募集 

令和元年12月10

日 

都営住宅の入居者募集 東京都昭島市 05_公営住宅の募集 

令和元年12月10

日 

抽選により県営住宅の入居者を

募集します（2019年度第2回新設

及び第3回既設） 

愛知県 05_公営住宅の募集 

令和元年12月11

日 

空き家情報 岩手県雫石町 04_移住・定住支援 

令和元年12月11

日 

Iターン者･Uターン者専用子育て

支援住宅入居者募集について 

北海道蘭越町 04_移住・定住支援 

令和元年12月12

日 

市営住宅入居者の随時募集につ

いて 

北海道旭川市 05_公営住宅の募集 

令和元年12月12

日 

若者･子育て世代定住促進住宅取

得支援奨励金について 

宮城県大郷町 04_移住・定住支援 

令和元年12月12

日 

空き家バンク - まちづくり 福島県南会津町 04_移住・定住支援、

06_住宅改修・リフォ

ーム支援 

令和元年12月12

日 

～ふるさと岡山で新生活を始め

ませんか?～ JR岡山駅前で「お

かやまUターン･ニューイヤー移

住相談会」のPRを行います～ 

岡山県 04_移住・定住支援 

令和元年12月12

日 

定住支援の取組みを続けます 福岡県岡垣町 04_移住・定住支援 

令和元年12月12

日 

【令和2年1月11日】『鳥取県IJU

ターン BIG相談会（東京会場）』

に参加します ! 

鳥取県岩美町 04_移住・定住支援 

令和元年12月12

日 

令和元年度第3回市営住宅入居者

の定期募集（終了しました） 

北海道旭川市 05_公営住宅の募集 

令和元年12月12

日 

町営住宅入居者を募集します

【入居者募集期間:令和元年12月

12日～12月27日】 

岩手県雫石町 05_公営住宅の募集 

令和元年12月12

日 

県営住宅12月の入居者募集 静岡県 05_公営住宅の募集 

令和元年12月13

日 

空き家情報 岩手県雫石町 04_移住・定住支援 

令和元年12月13

日 

12月28日と1月4日は「ふくいUI

ターン相談会」へ ! ! 

福井県福井市 04_移住・定住支援 

令和元年12月13

日 

2020年2月15～16日開催 !会津若

松市“移住縁結びツアー” 

福島県 04_移住・定住支援 

令和元年12月13

日 

移住者に聞く !「雪のある暮ら

しセミナー」 参加者募集中 ! 

福島県喜多方市 04_移住・定住支援 

令和元年12月13

日 

移住希望者を対象とした「冬の

安曇野体験会」を開催します 

長野県安曇野市 04_移住・定住支援 

令和元年12月13

日 

12月25日締め切り～市営住宅な

どの入居者を募集します 

佐賀県唐津市 05_公営住宅の募集 

令和元年12月13

日 

県営住宅入居者募集(令和元年12

月) 

兵庫県たつの市 05_公営住宅の募集 

令和元年12月13

日 

市立賃貸住宅入居者募集（令和

元年12月）≪終了しました≫ 

兵庫県篠山市 05_公営住宅の募集 
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令和元年12月13

日 

令和元年度第3回市営住宅入居者

の定期募集 公開抽選会結果 

北海道旭川市 05_公営住宅の募集 

令和元年12月13

日 

村営住宅の入居者を募集します

(1月24日〆) 

岩手県田野畑村 05_公営住宅の募集 

令和元年12月16

日 

令和元年度「移住支援制度」の

申請期間を延長しました ! 

佐賀県伊万里市 04_移住・定住支援 

令和元年12月16

日 

《移住『体験』ツアー》2020年2

月1日～2日･2020年2月15日～16

日 開催 ! 

熊本県 04_移住・定住支援 

令和元年12月16

日 

意外と近い !?つちうら-土浦市

移住フェアーを開催します 

茨城県土浦市 04_移住・定住支援 

令和元年12月16

日 

12/27まで !町営住宅の入居者を

募集します 

岡山県久米南町 05_公営住宅の募集 

令和元年12月16

日 

区営住宅（一般世帯向け･1戸）

の入居者を募集します（令和2年

1月） 

東京都世田谷区 05_公営住宅の募集 

令和元年12月16

日 

台風19号被災に伴う市営住宅へ

の一時入居第3回募集について 

長野県飯山市 05_公営住宅の募集 

令和元年12月17

日 

空き家バンク - まちづくり 福島県南会津町 04_移住・定住支援、

06_住宅改修・リフォ

ーム支援 

令和元年12月17

日 

「ぶり奨学プログラム」につい

て 

富山県氷見市 04_移住・定住支援 

令和元年12月17

日 

若者定住応援住宅･いなか暮らし

支援住宅【実質無料住宅 ! !】 

東京都奥多摩町 04_移住・定住支援 

令和元年12月17

日 

若者定住応援住宅･いなか暮らし

支援住宅について 

東京都奥多摩町 04_移住・定住支援 

令和元年12月17

日 

宇城市へようこそ !移住体験ツ

アー ! 

熊本県宇城市 04_移住・定住支援 

令和元年12月17

日 

令和元年度第3回(12月)鹿児島市

営住宅入居者募集(受付延長) 

鹿児島県鹿児島市 05_公営住宅の募集 

令和元年12月18

日 

空き家バンク - まちづくり 福島県南会津町 04_移住・定住支援、

06_住宅改修・リフォ

ーム支援 

令和元年12月18

日 

【2/15東京秋葉原開催】京都府

移住交流フェア 

京都府伊根町 04_移住・定住支援 

令和元年12月18

日 

地域の魅力発信 ! 移住&地域と

の関わり創出フェアへ出展 

群馬県桐生市 04_移住・定住支援 

令和元年12月18

日 

令和元年度第3回市営住宅入居者

募集の結果について 

北海道登別市 05_公営住宅の募集 

令和元年12月18

日 

市営住宅（公営住宅）入居者募

集（令和2年4月入居分） 

岡山県津山市 05_公営住宅の募集 

令和元年12月18

日 

津山市営阿波公営住宅入居者募

集（令和2年4月入居分） 

岡山県津山市 05_公営住宅の募集

令和元年12月18

日 

住宅のバリアフリー改修に伴う

固定資産税の減額措置 

福井県坂井市 06_住宅改修・リフォ

ーム支援 

令和元年12月18

日 

住宅改修に伴う固定資産税の軽

減制度について 

福井県坂井市 06_住宅改修・リフォ

ーム支援 

令和元年12月18

日 

住宅の省エネ改修（熱損失防止

改修）に伴う固定資産税の減額

措置 

福井県坂井市 06_住宅改修・リフォ

ーム支援 
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令和元年12月19

日 

年末年始の移住相談窓口のお知

らせ 

長崎県佐世保市 04_移住・定住支援 

令和元年12月19

日 

【1月18日】くまもと移住相談会

「ぎゃんアッと !?くまも

と ! !in名古屋」開催 

熊本県 04_移住・定住支援 

令和元年12月19

日 

令和元年11月下旬都営住宅地元

割当･区営住宅入居者募集抽せん

結果 

東京都足立区 05_公営住宅の募集 

令和元年12月19

日

市営住宅の入居者を募集します

（令和2年4月1日入居分）

茨城県常総市 05_公営住宅の募集 

令和元年12月19

日 

市営住宅入居者を募集します【1

月募集】 

長野県中野市 05_公営住宅の募集 

令和元年12月19

日 

町営住宅（特定公共賃貸住宅

等）入居者募集のお知らせ 

長野県立科町 05_公営住宅の募集 

令和元年12月20

日 

市営住宅の入居者を募集します 愛知県西尾市 05_公営住宅の募集 

令和元年12月20

日 

「復興応援･復興フォーラム2020 

in 東京」を開催します ! [青森

県防災危機管理課 12月20日] 

青森県 01_帰還・生活再建等

支援や就職・教育支援 

令和元年12月20

日 

第7回IJUターンcafe～移住者交

流会～参加者募集のお知らせ 

岡山県津山市 04_移住・定住支援 

令和元年12月20

日 

【年末年始に帰省される方な

ど】U･Iターン年末年始特別相談

会を開催 ! 

広島県 04_移住・定住支援 

令和元年12月20

日 

移住支援事業について 熊本県菊池市 04_移住・定住支援 

令和元年12月20

日 

【満員御礼 !キャンセル待ち】2

月15～16日開催 !会津若松市

“移住縁結びツアー” 

福島県 04_移住・定住支援 

令和元年12月20

日 

安曇野市UIJターン就業･創業移

住支援事業補助金 

長野県安曇野市 04_移住・定住支援 

令和元年12月20

日 

＜予告＞市営住宅の入居者を募

集します【令和2年1月常時公募

（新規分）】（都市整備局住宅政

策課） 

広島県広島市 05_公営住宅の募集 

令和元年12月23

日 

【2019年12月22日】東北中央自

動車道 相馬IC～相馬山上IC間開

通 

福島県相馬市 01_帰還・生活再建等

支援や就職・教育支援 

令和元年12月23

日 

空き家バンク - まちづくり 福島県南会津町 04_移住・定住支援、

06_住宅改修・リフォ

ーム支援 

令和元年12月23

日 

【2月19日（水）18時30分～】ふ

くしまワークセッションVol.5～

誰でもわかる !移住支援金の活

用×地方転職～ 

福島県 04_移住・定住支援 

令和元年12月23

日 

2019.12.23 移住定住支援金につ

いて 

静岡県富士宮市 04_移住・定住支援 

令和元年12月23

日 

令和元年11月区営住宅入居者募

集 抽せん結果 

東京都中央区 05_公営住宅の募集 

令和元年12月23

日 

1月分伊那市営住宅の入居者募集

案内 

長野県伊那市 05_公営住宅の募集 
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令和元年12月23

日 

市営住宅入居者募集中（1月） 香川県観音寺市 05_公営住宅の募集 

令和元年12月24

日 

空き家バンク - まちづくり 福島県南会津町 04_移住・定住支援、

06_住宅改修・リフォ

ーム支援 

令和元年12月24

日 

移住促進イベント『おおいた暮

らし塾in Fukuoka』に豊後大野

市が参加します。 

大分県豊後大野市 04_移住・定住支援 

令和元年12月24

日

【柏崎】女性U･Iターン者同士の

新たな繋がりづくり「かしわざ

き暮らし語り場」を開催しまし

た 

新潟県 04_移住・定住支援 

令和元年12月24

日 

宇治市セーフティネット賃貸住

宅改修補助金の再募集について 

京都府宇治市 06_住宅改修・リフォ

ーム支援 

令和元年12月24

日 

令和元年度入札関係 岩手県住田町 06_住宅改修・リフォ

ーム支援 

令和元年12月25

日 

市営住宅入居者募集 栃木県宇都宮市 05_公営住宅の募集 

令和元年12月25

日 

市営住宅入居者募集 富山県南砺市 05_公営住宅の募集 

令和元年12月25

日 

清里町に移住･定住される方への

支援について｜移住･定住｜北海

道清里町 

北海道清里町 04_移住・定住支援 

令和元年12月25

日 

結婚相談会開催のご案内 宮城県山元町 04_移住・定住支援 

令和元年12月25

日 

宮崎県移住支援金制度はじめま

した ! 

宮崎県 04_移住・定住支援 

令和元年12月25

日 

移住相談会に参加します ! 山梨県韮崎市 04_移住・定住支援 

令和元年12月25

日 

2/8「岩手県U･Iターンフェア」 岩手県 04_移住・定住支援 

令和元年12月25

日 

年末年始のUIターン相談会のお

知らせ 

福井県敦賀市 04_移住・定住支援 

令和元年12月25

日 

令和2年1月分県営住宅入居募集

案内 

千葉県浦安市 05_公営住宅の募集 

令和元年12月25

日 

令和元年度茅ヶ崎市営住宅入居

者募集 第1次審査（公開抽選）

通過者 

神奈川県茅ヶ崎市 05_公営住宅の募集 

令和元年12月25

日 

市営住宅の入居者随時募集 福井県敦賀市 05_公営住宅の募集 

令和元年12月25

日 

県営住宅（支援対象避難者向

け）入居募集のご案内（令和元

年12月25日更新） 

福島県 05_公営住宅の募集 

令和元年12月25

日 

県営住宅入居募集のご案内（令

和元年12月25日更新） 

福島県 05_公営住宅の募集 

令和元年12月25

日 

市営住宅入居者募集一覧（令和2

年1月分） 

鳥取県米子市 05_公営住宅の募集 

令和元年12月25

日 

住宅･店舗リフォーム補助金 新潟県糸魚川市 06_住宅改修・リフォ

ーム支援 

令和元年12月26

日 

市営住宅の入居者募集について 鳥取県境港市 05_公営住宅の募集 
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令和元年12月26

日 

公営住宅･特定公共賃貸住宅の入

居者募集について 

北海道小清水町 05_公営住宅の募集 

令和元年12月26

日 

令和2年2月22日～24日「南砺を

まるっと移住体験ツアー 」参加

者募集 ! 

富山県南砺市 04_移住・定住支援 

令和元年12月26

日 

【毎月開催 !】お仕事帰りのふ

くしま移住相談会 次回は1月22

日開催 ! 

福島県 04_移住・定住支援 

令和元年12月26

日

町営住宅の入居者募集について

（公営住宅）

兵庫県新温泉町 05_公営住宅の募集 

令和元年12月26

日 

村営住宅入居者募集のお知らせ

【浅津団地 215号室】 

高知県芸西村 05_公営住宅の募集 

令和元年12月26

日 

令和元年度第3回（12月）鹿児島

市営住宅入居予定者募集抽せん

結果 

鹿児島県鹿児島市 05_公営住宅の募集 

令和元年12月27

日 

東京都内で「北海道さっぽろ圏

移住相談会･移住フェア」を開催

します 

北海道江別市 04_移住・定住支援 

令和元年12月27

日 

【マッチングサイトを開設しま

した】移住支援金支給対象求人

等のご紹介 

大分県 04_移住・定住支援 

令和元年12月27

日 

別府市移住者居住支援事業費補

助金交付制度 

大分県別府市 04_移住・定住支援 

令和元年12月27

日 

【申込受付は終了しました】移

住希望者を対象とした「冬の安

曇野体験会」を開催します 

長野県安曇野市 04_移住・定住支援 

令和元年12月27

日 

子育て世帯向け県営住宅松陽台

第二団地（6期）入居者の追加募

集を行います。 

鹿児島県 05_公営住宅の募集 

令和元年12月28

日 

第2期 南阿蘇村子ども･子育て支

援事業計画 素案についてパブリ

ックコメントを実施します ! 

熊本県南阿蘇村 04_移住・定住支援 

令和元年12月28

日 

市営住宅寿団地B3、4棟（新築）

の入居者を募集します 

長野県松本市 05_公営住宅の募集 

令和元年12月29

日 

1月4日は「ふくいUIターン相談

会」へ ! ! 

福井県福井市 04_移住・定住支援 

令和元年12月31

日 

町営住宅入居者募集 静岡県南伊豆町 05_公営住宅の募集 

令和2年1月1日 ［お知らせ］市営住宅の入居者

募集について 

富山県砺波市 05_公営住宅の募集 

令和2年1月1日 市営住宅入居者募集について 島根県浜田市 05_公営住宅の募集 

令和2年1月1日 町営住宅入居者募集案内 栃木県壬生町 05_公営住宅の募集 

令和2年1月1日 やまぐちと津和野 のんびりLife 

～見る･知る･楽しむ2DAYS～ 

山口県萩市 04_移住・定住支援 

令和2年1月1日 東京で開催される新潟の「U･Iタ

ーン」のイベント情報（1月） 

新潟県 04_移住・定住支援 

令和2年1月1日 町営住宅（岡之薮）の入居者募

集（2月3日入居予定） 

京都府宇治田原町 05_公営住宅の募集 

令和2年1月1日 公営住宅の入居者募集（特定公

共賃貸住宅） 

兵庫県南あわじ市 05_公営住宅の募集 

令和2年1月1日 市営住宅の入居者1月定期募集 岐阜県下呂市 05_公営住宅の募集 
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令和2年1月1日 町営住宅入居者募集（2月定期募

集） 

広島県海田町 05_公営住宅の募集 

令和2年1月1日 町営住宅の入居者募集（護国第1

団地ほか） 

愛媛県内子町 05_公営住宅の募集 

令和2年1月1日 公営住宅の入居者を募集します

【募集期間:1月6日（月曜日）～

1月15日（水曜日）まで】 

新潟県燕市 05_公営住宅の募集 

令和2年1月5日 町営住宅入居募集 愛知県美浜町 05_公営住宅の募集 

令和2年1月6日 現在の空き室状況 宮崎県えびの市 05_公営住宅の募集 

令和2年1月6日 町営住宅入居者を募集します 北海道森町 05_公営住宅の募集 

令和2年1月6日 町営住宅入居者募集のお知らせ 福島県会津美里町 05_公営住宅の募集 

令和2年1月6日 町営住宅及び県営住宅の入居者

を募集します 

鳥取県北栄町 05_公営住宅の募集 

令和2年1月6日 令和元年度福島県避難者検診

（がん検診）について 

福島県双葉町 02_避難者の健康支援

（検査･検診） 

令和2年1月6日 2020年2月11日 開催 第7回IJUタ

ーンcafe～移住者交流会～参加

者募集のお知らせ 

岡山県津山市 04_移住・定住支援 

令和2年1月6日 令和元年度「福島県空き家･ふる

さと復興支援事業」の募集終了

のお知らせ。 

福島県 04_移住・定住支援、

06_住宅改修・リフォ

ーム支援 

令和2年1月6日 移住者交流会を開催します ! !

（令和2年1月19日締切） 

秋田県八峰町 04_移住・定住支援 

令和2年1月6日 【開催日決定】2月2日 八戸都市

圏による移住セミナー（東京開

催） 

青森県八戸市 04_移住・定住支援 

令和2年1月6日 市営住宅の入居者を募集します

（令和2年1月） 

千葉県船橋市 05_公営住宅の募集 

令和2年1月6日 市営住宅の入居者を募集します

【令和2年1月常時公募】（都市整

備局住宅政策課） 

広島県広島市 05_公営住宅の募集 

令和2年1月6日 市営住宅「泉町団地1区」入居者

を募集します 

愛媛県西条市 05_公営住宅の募集 

令和2年1月6日 市営住宅入居者募集について(1

月6日号) 

鹿児島県いちき串

木野市 

05_公営住宅の募集 

令和2年1月6日 ちょっといいかい（医～介）

Vol.15  ～住宅改修～ 

栃木県さくら市 06_住宅改修・リフォ

ーム支援 

令和2年1月7日 玉名市営住宅入居者募集 熊本県玉名市 05_公営住宅の募集 

令和2年1月7日 ちょっと暮らし利用申込みにつ

いて 

北海道美幌町 04_移住・定住支援 

令和2年1月7日 上石津移住体験ツアーの参加者

を募集します ! 2020年2月29日

（土）～3月1日（日） 

岐阜県大垣市 04_移住・定住支援 

令和2年1月7日 今週末 !【令和2年1月11日】『鳥

取県IJUターン BIG相談会（東京

会場）』に参加します ! 

鳥取県岩美町 04_移住・定住支援 

令和2年1月7日 市営住宅入居予備者の募集につ

いて 

佐賀県伊万里市 05_公営住宅の募集 

令和2年1月7日 県営住宅入居者定期募集のお知

らせ(延岡/日向･門川地区） 

宮崎県 05_公営住宅の募集 
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令和2年1月8日 【募集】益田市UIターン大交流

会を開催します ! 

島根県益田市 04_移住・定住支援 

令和2年1月8日 2020年3月14日 土曜日から1泊2

日 開催 津山ぐらし移住体験ツ

アー 参加者募集のお知らせ 

岡山県津山市 04_移住・定住支援 

令和2年1月8日 2月15日（土）開催 U･Iターン転

職相談会 

広島県呉市 04_移住・定住支援 

令和2年1月8日 個別移住相談会の開催(令和2年2

月29日) 

神奈川県二宮町 04_移住・定住支援 

令和2年1月8日 【松崎町への移住を支援 !】移

住体験ツアーを開催します ! ! 

静岡県松崎町 04_移住・定住支援 

令和2年1月9日 第14回甲状腺検査評価部会（令

和2年1月20日）の開催について 

福島県 02_避難者の健康支援

（検査･検診） 

令和2年1月9日 公営住宅の入居者を募集します

｜くらしの情報｜羽幌町 

北海道羽幌町 05_公営住宅の募集 

令和2年1月9日 市営住宅入居者募集(令和2年1

月) 

兵庫県たつの市 05_公営住宅の募集 

令和2年1月9日 令和元年度第2回市営住宅（抽選

対象住宅） 入居者の募集 

広島県呉市 05_公営住宅の募集 

令和2年1月9日 市営住宅入居者（定期募集）（追

加募集） 

愛知県豊田市 05_公営住宅の募集 

令和2年1月9日 県営住宅1月の入居者募集(新築

住宅あり) 

静岡県 05_公営住宅の募集 

令和2年1月10日 町営住宅の入居者募集 岩手県岩泉町 05_公営住宅の募集 

令和2年1月10日 ふるさとジョブフェア in ふく

い嶺南の開催案内について 

福井県敦賀市 04_移住・定住支援 

令和2年1月10日 【入居者募集】古市町移住支援

住宅2号棟2号室の入居者を募集

します 

高知県四万十町 04_移住・定住支援 

令和2年1月10日 移住者交流会のお知らせ 鳥取県米子市 04_移住・定住支援 

令和2年1月14日 村営住宅入居希望者の募集につ

いて 

沖縄県東村 05_公営住宅の募集 

令和2年1月14日 Iターン者･Uターン者専用子育て

支援住宅入居者募集について 

北海道蘭越町 04_移住・定住支援 

令和2年1月14日 2月1日（土曜日）サクッとちば

移住体験－市町村合同フェア－

が開催 

千葉県大網白里市 04_移住・定住支援 

令和2年1月14日 2月9日（日）＼THE座談会／おお

いた暮らし塾in東京を開催しま

す ! 

大分県 04_移住・定住支援 

令和2年1月14日 首都圏で開催予定の岡山県移住･

しごと関連情報 

岡山県 04_移住・定住支援 

令和2年1月14日 HIROBIRO.ひろしまINトーキョー

「移住のいろは･起業複業編」開

催します 

広島県 04_移住・定住支援 

令和2年1月14日 【2月7日 名古屋】出張･移住相

談デスク開催 

長野県山形村 04_移住・定住支援 

令和2年1月14日 令和元年度第2回吹田市営住宅入

居者募集抽選結果のお知らせ 

大阪府吹田市 05_公営住宅の募集 

令和2年1月14日 ◇◆令和元年度 市営住宅入居者

募集（第4回）◆◇ 

山形県尾花沢市 05_公営住宅の募集 
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令和2年1月14日 区営住宅（一般世帯向け･1戸）

の入居者募集について（令和2年

1月） 

東京都世田谷区 05_公営住宅の募集 

令和2年1月14日 令和元年度市営住宅入居者募集

（第二次）について 

神奈川県鎌倉市 05_公営住宅の募集 

令和2年1月14日 住宅の新築や改修に伴う固定資

産税の減額 

山口県萩市 06_住宅改修・リフォ

ーム支援 

令和2年1月15日 都営住宅入居者募集の案内･申込

書を配布します（家族向ポイン

ト方式、単身者向･シルバーピ

ア） 

東京都中野区 05_公営住宅の募集 

令和2年1月15日 東団地 入居者募集情報 山形県河北町 05_公営住宅の募集 

令和2年1月15日 掛若者定住促進住宅入居者の募

集について 

奈良県曽爾村 04_移住・定住支援 

令和2年1月15日 Asoへ行こう、Asoに住もうフェ

アーの開催について 

熊本県南阿蘇村 04_移住・定住支援 

令和2年1月15日 首都圏移住フェアのお知らせ 青森県おいらせ町 04_移住・定住支援 

令和2年1月15日 1月27日締め切り～市営住宅など

の入居者を募集します 

佐賀県唐津市 05_公営住宅の募集 

令和2年1月15日 市営住宅の入居者を募集しま

す。〔募集期間 : 令和2年1月15

日～1月31日〕 

千葉県佐倉市 05_公営住宅の募集 

令和2年1月15日 1/31まで !町営住宅の入居者を

募集します 

岡山県久米南町 05_公営住宅の募集 

令和2年1月15日 市営住宅の入居者募集情報（令

和2年2月募集） 

茨城県取手市 05_公営住宅の募集 

令和2年1月15日 町営住宅入居者の募集について

（さくら団地）【令和2年1月募

集】 

静岡県吉田町 05_公営住宅の募集 

令和2年1月16日 山形県飯豊町/町営住宅入居者募

集について 

山形県飯豊町 05_公営住宅の募集 

令和2年1月16日 市営住宅入居募集について（常

時募集） 

千葉県茂原市 05_公営住宅の募集 

令和2年1月17日 町営住宅等の入居者募集につい

て 

鳥取県琴浦町 05_公営住宅の募集 

令和2年1月17日 東日本大震災に係る被災者生活

再建支援金（加算支援金）の申

請期間の延長について 

岩手県 01_帰還・生活再建等

支援や就職・教育支援 

令和2年1月17日 東日本大震災に係る被災者生活

再建支援金（基礎支援金）の受

付終了について 

岩手県 01_帰還・生活再建等

支援や就職・教育支援 

令和2年1月17日 移住･定住支援員を募集していま

す ! 

佐賀県伊万里市 04_移住・定住支援 

令和2年1月17日 くらし･環境部長トーク「東京有

楽町『静岡まるごと移住フェ

ア』で静岡暮らしの魅力をPRし

ました。 

静岡県 04_移住・定住支援 

令和2年1月17日 令和元年度第4回市営住宅入居者

の定期募集について 

北海道旭川市 05_公営住宅の募集 

令和2年1月17日 市営住宅（特定公共賃貸住宅）

入居者の募集について 

北海道旭川市 05_公営住宅の募集 
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令和2年1月17日 草場紅葉台町営住宅入居者募集

のお知らせ 

福岡県久山町 05_公営住宅の募集 

令和2年1月17日 久留米市:令和元年度 「久留米

市空き家活用リフォーム助成事

業」の受付を終了します 

福岡県久留米市 06_住宅改修・リフォ

ーム支援 

令和2年1月17日 住宅の熱損失防止（省エネ）改

修に伴う固定資産税の減額措置 

静岡県伊豆の国市 06_住宅改修・リフォ

ーム支援 

令和2年1月17日 住宅のバリアフリー改修に伴う

固定資産税の減額措置 

静岡県伊豆の国市 06_住宅改修・リフォ

ーム支援 

令和2年1月20日 町営住宅入居者募集について 福島県新地町 05_公営住宅の募集 

令和2年1月20日 町営住宅入居者募集について 新潟県津南町 05_公営住宅の募集 

令和2年1月20日 第14回甲状腺検査評価部会（令

和2年1月20日）の資料について 

福島県 02_避難者の健康支援

（検査･検診） 

令和2年1月20日 サクッとちば移住体験-市町村合

同フェア-に出展します ! 

千葉県鴨川市 04_移住・定住支援 

令和2年1月20日 市営住宅などの入居者を募集し

ます 

大分県大分市 05_公営住宅の募集 

令和2年1月20日 市営住宅(定期）入居者募集のお

知らせ 

島根県浜田市 05_公営住宅の募集 

令和2年1月20日 ＜予告＞市営住宅の入居者を募

集します【令和2年2月常時公募

（新規分）】（都市整備局住宅政

策課） 

広島県広島市 05_公営住宅の募集 

令和2年1月20日 令和2年2月 都内全域都営住宅の

入居者を募集 

東京都小平市 05_公営住宅の募集 

令和2年1月20日 【2/10（月）まで】市営住宅･受

託県営住宅入居募集情報 

鳥取県倉吉市 05_公営住宅の募集 

令和2年1月20日 町営住宅「世之主団地」 入居者

募集について 

鹿児島県和泊町 05_公営住宅の募集 

令和2年1月20日 【台風第19号】被災家屋等の公

費による解体制度（公費解体）

について 

長野県中野市 06_住宅改修・リフォ

ーム支援 

令和2年1月21日 UIJターン新規就業支援事業 北海道北広島市 04_移住・定住支援 

令和2年1月21日 2月15日温泉のある暮らしをテー

マとした移住トークイベントを

開催します 

大分県 04_移住・定住支援 

令和2年1月21日 【Web相談をスタート !土曜日相

談会も】ひろしましごと館U･Iタ

ーン職業紹介コーナー 

広島県 04_移住・定住支援 

令和2年1月21日 【2月9日（日）開催】Aターンフ

ェアin東京へ出展します !｜各

課のしごと｜秋田県北秋田市 

秋田県北秋田市 04_移住・定住支援 

令和2年1月21日 第13回「ネットワーク江府」･第

4回「移住者の集い」コラボ開催

について 

鳥取県江府町 04_移住・定住支援 

令和2年1月21日 市営住宅の入居者募集（令和2年

2月） 

兵庫県篠山市 05_公営住宅の募集 

令和2年1月21日 県営住宅（市内）の入居募集(令

和2年2月） 

兵庫県篠山市 05_公営住宅の募集 

令和2年1月21日 令和2年2月上旬都営住宅入居者

募集 

東京都足立区 05_公営住宅の募集 
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令和2年1月22日 久留米市:久留米市への移住に関

する総合相談窓口「久留米市移

住定住促進センター」 

福岡県久留米市 04_移住・定住支援 

令和2年1月22日 【2月15日】岩美町移住相談会

「岩美町に住もう !岩美町で働

こう !」を開催します ! 

鳥取県岩美町 04_移住・定住支援 

令和2年1月22日 令和2年2月都営住宅の入居者募

集 

東京都立川市 05_公営住宅の募集 

令和2年1月22日 町営住宅･雇用促進住宅の入居者

公募

北海道天塩町 05_公営住宅の募集 

令和2年1月22日 市営住宅入居者を募集（応募期

限は2月6日） 

広島県江田島市 05_公営住宅の募集 

令和2年1月22日 公営住宅 目黒団地 吉野第二団

地の入居者募集について 

愛媛県松野町 05_公営住宅の募集 

令和2年1月22日 都営住宅の入居者を募集 東京都昭島市 05_公営住宅の募集 

令和2年1月22日 住宅用温暖化対策設備設置補助

金（省エネリフォームの補助

金）について 

長野県松本市 06_住宅改修・リフォ

ーム支援 

令和2年1月23日 市営住宅の入居者を募集します 兵庫県三田市 05_公営住宅の募集 

令和2年1月23日 【移住相談会:東京都】移住･交

流フェア2020 

長崎県島原市 04_移住・定住支援 

令和2年1月23日 【受付終了】市営住宅の入居者

を募集します（令和2年1月） 

千葉県船橋市 05_公営住宅の募集 

令和2年1月23日 令和2年2月 都営住宅入居者募集 東京都稲城市 05_公営住宅の募集 

令和2年1月23日 令和2年2月都営住宅の入居者募

集 

東京都葛飾区 05_公営住宅の募集 

令和2年1月23日 令和元年度第4回(3月)市営住宅

入居者募集 

鹿児島県鹿児島市 05_公営住宅の募集 

令和2年1月24日 市営住宅入居者募集 栃木県宇都宮市 05_公営住宅の募集 

令和2年1月24日 市営住宅入居者募集 富山県南砺市 05_公営住宅の募集 

令和2年1月24日 公営住宅入居申込について（2月

募集） 

北海道北見市 05_公営住宅の募集 

令和2年1月24日 南信州 冬の移住体験ツアーが開

催されます 【告知】2/22～2/23 

長野県阿智村 04_移住・定住支援 

令和2年1月24日 令和元年度第4回市営住宅空家募

集のご案内 

福島県会津若松市 05_公営住宅の募集 

令和2年1月24日 令和元年度第4回 市営住宅入居

者募集 

山形県新庄市 05_公営住宅の募集 

令和2年1月25日 県営住宅入居募集のご案内（令

和2年1月25日更新） 

福島県 05_公営住宅の募集 

令和2年1月25日 県営住宅（支援対象避難者向

け）入居募集のご案内（令和2年

1月25日更新） 

福島県 05_公営住宅の募集 

令和2年1月27日 市営住宅の入居者募集について

（都市整備局） 

大阪府大阪市 05_公営住宅の募集 

令和2年1月27日 ちょっと暮らし利用申込みにつ

いて 

北海道美幌町 04_移住・定住支援 

令和2年1月27日 Iターン者･Uターン者専用子育て

支援住宅入居者募集について 

北海道蘭越町 04_移住・定住支援 
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令和2年1月27日 令和2年2月期市営住宅の入居者

募集について 

北海道網走市 05_公営住宅の募集 

令和2年1月27日 防府市営住宅入居者募集のお知

らせ(令和2年2月分) 

山口県防府市 05_公営住宅の募集 

令和2年1月27日 岩手県災害公営住宅入居者募集

案内（第3回追加募集）について 

岩手県 05_公営住宅の募集 

令和2年1月27日 2月分伊那市営住宅の入居者募集

案内 

長野県伊那市 05_公営住宅の募集 

令和2年1月27日 市営住宅入居者募集一覧（令和2

年2月分） 

鳥取県米子市 05_公営住宅の募集 

令和2年1月27日 飯塚市定住促進住宅改修補助金

制度の受付期間を更新しまし

た。 

福岡県飯塚市 06_住宅改修・リフォ

ーム支援 

令和2年1月28日 みやぎ移住サポートセンター 移

住相談員を募集します（2月14日

（金曜日）締切） 

宮城県 04_移住・定住支援 

令和2年1月28日 【2月2日（東京開催）愛媛･愛南

町みどり】海･山･農のある暮ら

しセミナー開催について 

愛媛県 04_移住・定住支援 

令和2年1月28日 令和2年2月都営住宅入居者募集 東京都小金井市 05_公営住宅の募集 

令和2年1月28日 市営住宅等の入居者募集（2020

年2月） 

山口県下関市 05_公営住宅の募集 

令和2年1月28日 村営住宅入居者募集のお知らせ

【野神団地2 201号室】 

高知県芸西村 05_公営住宅の募集 

令和2年1月28日 令和元年度住宅改修補助金交付

制度の受付終了のお知らせ 

埼玉県羽生市 06_住宅改修・リフォ

ーム支援 

令和2年1月29日 市営住宅･災害公営住宅等の入居

者を募集します 

岩手県宮古市 05_公営住宅の募集 

令和2年1月29日 移住支援事業 愛知県田原市 04_移住・定住支援 

令和2年1月29日 藤崎町移住支援事業のお知らせ

～藤崎町への移住･就業で最大

100万円を支給します～ 

青森県藤崎町 04_移住・定住支援 

令和2年1月30日 都営住宅の入居者募集 東京都東村山市 05_公営住宅の募集 

令和2年1月30日 市営住宅･災害公営住宅等の入居

者を募集します 

岩手県宮古市 05_公営住宅の募集 

令和2年1月30日 被災者生活再建支援制度 福島県 01_帰還・生活再建等

支援や就職・教育支援 

令和2年1月30日 湘南&被災地交流サンバで2020応

援 

神奈川県茅ヶ崎市 03_避難者の交流･イベ

ント 

令和2年1月30日 【移住相談会:東京都】 ながさ

き暮らし相談会 

長崎県島原市 04_移住・定住支援 

令和2年1月30日 令和元年度（平成31年度）第3回

募集（2月分）市営住宅空家入居

者募集の日程について 

千葉県松戸市 05_公営住宅の募集 

令和2年1月30日 令和元年度第6回福島県復興公営

住宅入居者募集のお知らせ 

福島県 05_公営住宅の募集 

令和2年1月31日 市営住宅の入居者を募集します 鳥取県境港市 05_公営住宅の募集 

令和2年1月31日 市営住宅の入居者募集 京都府宇治市 05_公営住宅の募集 

令和2年1月31日 町営住宅の入居者募集について 北海道上ノ国町 05_公営住宅の募集 
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令和2年1月31日 [新着情報]市営住宅の入居者を

募集します（随時） 

北海道名寄市 05_公営住宅の募集 

令和2年1月31日 町営住宅及び県営住宅の入居者

を募集します 

鳥取県北栄町 05_公営住宅の募集 

令和2年1月31日 東日本大震災に係る被災者生活

再建支援金（基礎支援金･加算支

援金）の申請期間が延長になり

ました 

福島県福島市 01_帰還・生活再建等

支援や就職・教育支援 

令和2年1月31日 ～岡山県瀬戸内市･赤磐市で田舎

暮らし体験や家探ししよう !～

｢第3回おかやま移住候補地体感

ツアー｣開催 

岡山県 04_移住・定住支援 

令和2年1月31日 移住定住支援サイトオープン 静岡県伊豆の国市 04_移住・定住支援 

令和2年1月31日 （2月）市営住宅入居者の募集に

ついて 

北海道赤平市 05_公営住宅の募集 

令和2年1月31日 【都市整備課】令和2年度市営住

宅の補欠入居者の募集について

掲載しました 

愛媛県東温市 05_公営住宅の募集 

令和2年1月31日 令和2年度 市営住宅入居者定期

募集 

石川県輪島市 05_公営住宅の募集 

令和2年2月1日 ［お知らせ］市営住宅の入居者

募集について 

富山県砺波市 05_公営住宅の募集 

令和2年2月1日 市営住宅の入居者を募集します 神奈川県伊勢原市 05_公営住宅の募集 

令和2年2月1日 市営住宅入居者募集 北海道歌志内市 05_公営住宅の募集 

令和2年2月1日 町営住宅の入居者を募集してい

ます 

山口県田布施町 05_公営住宅の募集 

令和2年2月1日 市営住宅の入居者2月定期募集 岐阜県下呂市 05_公営住宅の募集 

令和2年2月1日 東京で開催される新潟の「U･Iタ

ーン」のイベント情報（2月） 

新潟県 04_移住・定住支援 

令和2年2月1日 市営住宅の入居者募集（2月募

集） 

山口県萩市 05_公営住宅の募集 

令和2年2月1日 市営住宅入居者募集（令和2年2

月募集） 

山口県長門市 05_公営住宅の募集 

令和2年2月1日 村営住宅の入居者を募集します

(3月6日締切) 

岩手県田野畑村 05_公営住宅の募集 

令和2年2月1日 村営住宅の入居者を募集します

(3月6日〆) 

岩手県田野畑村 05_公営住宅の募集 

令和2年2月1日 公営住宅の入居者を募集します

【募集期間:2月3日（月曜日）～

2月14日（金曜日）まで】 

新潟県燕市 05_公営住宅の募集 

令和2年2月1日 都営住宅入居者の募集案内を配

布します（2年2月1日） 

東京都杉並区 05_公営住宅の募集 

令和2年2月1日 町営住宅入居者募集（令和2年2

月募集分） 

福島県三春町 05_公営住宅の募集 

令和2年2月1日 町営住宅（特定公共賃貸住宅） 

入居者募集（2月公募） 

福島県三春町 05_公営住宅の募集 

令和2年2月1日 市営住宅について（定期募集） 長野県千曲市 05_公営住宅の募集 

令和2年2月1日 すこやか住宅リフォーム助成事

業の内容が変わります 

愛知県豊田市 06_住宅改修・リフォ

ーム支援 

令和2年2月2日 町営住宅入居募集 愛知県美浜町 05_公営住宅の募集 
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令和2年2月2日 都営住宅の入居者を募集(令和2

年2月) 

東京都三鷹市 05_公営住宅の募集 

令和2年2月3日 現在の空き室状況 宮崎県えびの市 05_公営住宅の募集 

令和2年2月3日 市営住宅入居者募集 三重県志摩市 05_公営住宅の募集 

令和2年2月3日 町営住宅入居者募集 長野県富士見町 05_公営住宅の募集 

令和2年2月3日 町営住宅入居者募集のお知らせ 宮城県大郷町 05_公営住宅の募集 

令和2年2月3日 ･生駒市営住宅の入居者を募集 奈良県生駒市 05_公営住宅の募集 

令和2年2月3日 甲状腺エコー検査 in 流山 千葉県流山市 02_避難者の健康支援

（検査･検診） 

令和2年2月3日 府営住宅特定目的優先入居（犯

罪被害に遭われた方）2月募集に

ついて 

京都府京田辺市 05_公営住宅の募集 

令和2年2月3日 町営住宅（岡之薮）の入居者募

集（3月2日入居予定） 

京都府宇治田原町 05_公営住宅の募集 

令和2年2月3日 道営住宅入居募集 北海道美幌町 05_公営住宅の募集 

令和2年2月3日 令和元年度第2回池田市営住宅入

居者募集のご案内 

大阪府池田市 05_公営住宅の募集 

令和2年2月3日 市営住宅の入居者を募集します

【令和2年2月定期公募】（都市整

備局住宅政策課） 

広島県広島市 05_公営住宅の募集 

令和2年2月3日 市営住宅の入居者を募集します

【令和2年2月常時公募】（都市整

備局住宅政策課） 

広島県広島市 05_公営住宅の募集 

令和2年2月3日 令和2年2月都営住宅入居者募集 東京都武蔵野市 05_公営住宅の募集 

令和2年2月3日 都営住宅（東京都随時募集）の

入居者を募集します。 

東京都西東京市 05_公営住宅の募集 

令和2年2月3日 令和2年度 糸満市営住宅空家待

ち入居者を募集します。 

沖縄県糸満市 05_公営住宅の募集 

令和2年2月3日 ネットでできる手続きを追加し

ました。（北九州市営住宅入居者

募集） 

福岡県北九州市 05_公営住宅の募集 

令和2年2月3日 令和2年第1回大牟田市営住宅入

居者募集について 

福岡県大牟田市 05_公営住宅の募集 

令和2年2月3日 町営住宅佐川団地6号 入居者募

集 

鳥取県江府町 05_公営住宅の募集 

令和2年2月3日 町営住宅「手々知名団地」 入居

者募集について 

鹿児島県和泊町 05_公営住宅の募集 

令和2年2月4日 被災者生活再建支援金制度の申

請期限が延長になりました 

福島県富岡町 01_帰還・生活再建等

支援や就職・教育支援 

令和2年2月4日 東日本大震災に係る被災者生活

再建支援金の申請期間が終了し

ます 

福島県須賀川市 01_帰還・生活再建等

支援や就職・教育支援 

令和2年2月4日 空き家バンク - まちづくり 福島県南会津町 04_移住・定住支援、

06_住宅改修・リフォ

ーム支援 

令和2年2月4日 令和元年度第4回市営住宅空家募

集のご案内 

福島県会津若松市 05_公営住宅の募集 

令和2年2月4日 沖縄市営住宅 シルバーハウジン

グ入居募集 

沖縄県沖縄市 05_公営住宅の募集 



186 

令和2年2月4日 飯塚市定住促進住宅改修補助金

制度の受付期間･受付状況を更新

しました。 

福岡県飯塚市 06_住宅改修・リフォ

ーム支援 

令和2年2月5日 市営住宅の入居者を募集します 兵庫県朝来市 05_公営住宅の募集 

令和2年2月5日 市営住宅入居者募集について(2

月5日号) 

鹿児島県いちき串

木野市 

05_公営住宅の募集 

令和2年2月5日 定住支援制度についてお知らせ 兵庫県赤穂市 04_移住・定住支援 

令和2年2月5日 令和元年度第4回市営住宅空家募

集のご案内 

福島県会津若松市 05_公営住宅の募集 

令和2年2月6日 [お知らせ]市営住宅の入居者を

募集します 

北海道深川市 05_公営住宅の募集 

令和2年2月6日 市営住宅入居者募集(随時募集) 愛媛県八幡浜市 05_公営住宅の募集 

令和2年2月6日 町営住宅入居者募集のお知らせ

について - 暮らしのガイド 

福島県鏡石町 05_公営住宅の募集 

令和2年2月6日 避難者受入れ支援センターは平

成24年3月11日をもって閉鎖とな

りました。 

群馬県 02_移住・定住・帰還

相談・イベント 

令和2年2月6日 3月7日(土) 『香南市移住者交流

会～春のお花見ピクニック～in

西川花公園』開催 ! 

高知県香南市 04_移住・定住支援 

令和2年2月6日 令和元年度第4回市営住宅空家募

集のご案内 

福島県会津若松市 05_公営住宅の募集 

令和2年2月6日 令和元年12月市営住宅入居者募

集公開抽選結果について（都市

計画局） 

京都府京都市 05_公営住宅の募集 

令和2年2月7日 【移住･就農】令和2年3月8日

（日）開催 ! 福岡市で「おおい

た就農･就業フェア×おおいた暮

らし塾in福岡」を開催します。

（申込不要･参加無料） 

大分県 04_移住・定住支援 

令和2年2月7日 とちぎ暮らしセミナー「群馬?栃

木?どっちに移住ショー」を開催

します 

栃木県 04_移住・定住支援 

令和2年2月7日 町営住宅入居者を募集します

【入居者募集期間:令和2年2月14

日～2月28日】 

岩手県雫石町 05_公営住宅の募集 

令和2年2月7日 令和元年度第4回市営住宅空家募

集のご案内 

福島県会津若松市 05_公営住宅の募集 

令和2年2月7日 県営住宅2月の入居者募集(新築

住宅あり) 

静岡県 05_公営住宅の募集 

令和2年2月8日 町営住宅入居者募集について 秋田県羽後町 05_公営住宅の募集 

令和2年2月8日 本山町営住宅「寺家団地」入居

募集について「随時」 

高知県本山町 05_公営住宅の募集 

令和2年2月9日 令和元年度第5回県営住宅入居者

定期募集について 

岩手県 05_公営住宅の募集 

令和2年2月10日 苅田町営住宅入居者募集につい

て 

福岡県苅田町 05_公営住宅の募集 

令和2年2月10日 市営住宅の入居者募集について 鳥取県境港市 05_公営住宅の募集 
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令和2年2月10日 【要件緩和 !】栃木県に移住し

て最大100万円支給 !栃木県移住

支援事業開始 ! 

栃木県 04_移住・定住支援 

令和2年2月10日 いよいよ今週末 ! !【2月15日】

岩美町移住相談会「岩美町に住

もう !岩美町で働こう !」を開

催します ! 

鳥取県岩美町 04_移住・定住支援 

令和2年2月10日 令和元年度第4回市営住宅空家募

集のご案内※受付終了 

福島県会津若松市 05_公営住宅の募集 

令和2年2月11日 飯塚市定住促進住宅改修補助金

制度の受付は終了しました。 

福岡県飯塚市 06_住宅改修・リフォ

ーム支援 

令和2年2月12日 移住･定住･Uターンイベント情報

を更新しました。 

秋田県にかほ市 04_移住・定住支援 

令和2年2月12日 3月8日（日）くにさき七島藺っ

てご存じですか?「おおいた暮ら

し塾in東京」を開催します。 

大分県 04_移住・定住支援 

令和2年2月12日 移住相談会に中土佐町ブースを

出展します（東京） 

高知県中土佐町 04_移住・定住支援 

令和2年2月12日 令和元年度（第4期）市営住宅入

居者募集仮当選者抽選結果につ

いて 

長崎県佐世保市 05_公営住宅の募集 

令和2年2月12日 【2月公募】町営住宅入居者募集 高知県中土佐町 05_公営住宅の募集 

令和2年2月12日 豊田市すこやか住宅リフォーム

費（高齢者等）の助成 

愛知県豊田市 06_住宅改修・リフォ

ーム支援 

令和2年2月12日 すこやか住宅リフォーム助成事

業の変更について（令和2年8月

～） 

愛知県豊田市 06_住宅改修・リフォ

ーム支援 

令和2年2月13日 公営住宅･特定公共賃貸住宅の入

居者募集について 

北海道小清水町 05_公営住宅の募集 

令和2年2月13日 公営住宅の入居者を募集します

｜くらしの情報｜羽幌町 

北海道羽幌町 05_公営住宅の募集 

令和2年2月13日 【公開抽選結果】令和元年度第2

回 町営住宅入居者募集 

大阪府熊取町 05_公営住宅の募集 

令和2年2月13日 村営住宅入居者募集（単身者用

集合住宅3戸） 

長野県木祖村 05_公営住宅の募集 

令和2年2月13日 町営住宅黒坂団地A-2号入居者募

集 

鳥取県日野町 05_公営住宅の募集 

令和2年2月13日 平成30年住宅･土地統計調査（住

宅の構造等に関する集計） 

鳥取県 06_住宅改修・リフォ

ーム支援 

令和2年2月14日 町営住宅の入居者募集について 滋賀県豊郷町 05_公営住宅の募集 

令和2年2月14日 町営住宅入居者募集について 鳥取県三朝町 05_公営住宅の募集 

令和2年2月14日 2月26日締め切り～市営住宅など

の入居者を募集します 

佐賀県唐津市 05_公営住宅の募集 

令和2年2月14日 広陵町三世代ファミリー定住支

援補助金制度の終了について 

奈良県広陵町 04_移住・定住支援 

令和2年2月14日 はまだUIターン交流会を開催し

ます

島根県浜田市 04_移住・定住支援 

令和2年2月14日 市営住宅入居者募集の抽選結果

（令和2年1月） 

千葉県船橋市 05_公営住宅の募集 
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令和2年2月14日 令和元年12月の市営住宅入居者

募集に係る抽選結果を発表しま

す 

神奈川県川崎市 05_公営住宅の募集 

令和2年2月14日 久留米市:令和元年度第3回市営

住宅等入居者募集の中間倍率を

公表します 

福岡県久留米市 05_公営住宅の募集 

令和2年2月17日 公営住宅入居申込について（2月

募集 抽選結果） 

北海道北見市 05_公営住宅の募集 

令和2年2月17日 【2月29日】『あったかい南九州

で暮らそう !3県合同移住フェ

ア』開催のお知らせ 

熊本県 04_移住・定住支援 

令和2年2月17日 【毎月開催 !】お仕事帰りのふ

くしま移住相談会 次回は2月26

日開催 ! 

福島県 04_移住・定住支援 

令和2年2月17日 3月7日(土) 『香南市移住者交流

会～春のお花見ピクニック～in

西川花公園』開催 ! 申込締切

2/20 

高知県香南市 04_移住・定住支援 

令和2年2月17日 周防大島町特定公共賃貸住宅及

び町営住宅等の入居者募集（令

和2年2月募集） 

山口県周防大島町 05_公営住宅の募集 

令和2年2月17日 令和元年度 市営住宅の入居者募

集（2月募集） 

福井県あわら市 05_公営住宅の募集 

令和2年2月18日 心の健康相談･ものわすれ相談 東京都杉並区 02_避難者の健康支援

（検査･検診） 

令和2年2月18日 萩移住者交流会 開催のお知らせ 山口県萩市 04_移住・定住支援 

令和2年2月18日 移住や関係人口構築に興味のあ

る方を対象とする「ながとの魅

力発見ツアー」開催 

山口県長門市 04_移住・定住支援 

令和2年2月18日 HIROBIRO.ひろしまINトーキョー

「移住のいろは･継業編」開催し

ます 

広島県 04_移住・定住支援 

令和2年2月18日 第1回「山村地域への移住定住等

促進のための連絡会議」を開催

します 

愛知県 04_移住・定住支援 

令和2年2月18日 都営住宅シルバーピア（地元割

当）の入居者募集 

東京都東村山市 05_公営住宅の募集 

令和2年2月19日 萩移住者交流会の開催について 山口県萩市 04_移住・定住支援 

令和2年2月19日 市営住宅（大深若者住宅･木島若

者住宅･水上団地）の入居者を募

集します 

長野県飯山市 05_公営住宅の募集 

令和2年2月20日 市営住宅の入居者を募集します 愛知県西尾市 05_公営住宅の募集 

令和2年2月20日 市営住宅入居者募集の選考･抽選

結果 

京都府宇治市 05_公営住宅の募集 

令和2年2月20日 市営住宅入居者の随時募集につ

いて（終了しました） 

北海道旭川市 05_公営住宅の募集 

令和2年2月20日 市営住宅 修繕･クリーニング済

物件入居者募集 

富山県富山市 05_公営住宅の募集 
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令和2年2月20日 ＜予告＞市営住宅の入居者を募

集します【令和2年3月常時公募

（新規分）】（都市整備局住宅政

策課） 

広島県広島市 05_公営住宅の募集 

令和2年2月20日 令和元年度第4回市営住宅空家随

時募集のご案内 

福島県会津若松市 05_公営住宅の募集 

令和2年2月21日 市営住宅入居者を募集します 岐阜県大垣市 05_公営住宅の募集 

令和2年2月21日 公営住宅入居申込について（3月

募集） 

北海道北見市 05_公営住宅の募集 

令和2年2月21日 （開催中止）湘南&&被災地交流

サンバで2020応援 

神奈川県茅ヶ崎市 03_避難者の交流･イベ

ント 

令和2年2月21日 「UIJターン促進事業」及び「首

都圏人材確保支援事業マッチン

グ支援業務【地方創生推進交付

金事業】」の業務委託先を募集し

ます ! ! 

愛知県 04_移住・定住支援 

令和2年2月21日 ココスムにいがたではU･Iターン

の相談をWebでも受け付けていま

す（3月31日まで新規登録キャン

ペーン実施中） 

新潟県 04_移住・定住支援 

令和2年2月21日 3月分伊那市営住宅の入居者募集

案内 

長野県伊那市 05_公営住宅の募集 

令和2年2月22日 【受付を終了しました】平成31

年度住宅リフォーム支援事業 

新潟県阿賀野市 06_住宅改修・リフォ

ーム支援 

令和2年2月23日 公営住宅の入居者定期募集 滋賀県東近江市 05_公営住宅の募集 

令和2年2月25日 町営住宅入居者の募集について

｜浦幌町の組織とその仕事｜北

海道十勝郡浦幌町 

北海道浦幌町 05_公営住宅の募集 

令和2年2月25日 【2月29日】『あったかい南九州

で暮らそう !3県合同移住フェ

ア』は中止となりました 

熊本県 04_移住・定住支援 

令和2年2月25日 移住･定住･Uターンイベント情報

を更新しました。 

秋田県にかほ市 04_移住・定住支援 

令和2年2月25日 公営住宅入居者の募集について

（令和2年2月25日から3月13日） 

北海道遠別町 05_公営住宅の募集 

令和2年2月25日 町営住宅入居者募集（令和元年

度第4回募集） 

福岡県岡垣町 05_公営住宅の募集 

令和2年2月25日 県営住宅（支援対象避難者向

け）入居募集のご案内（令和2年

2月25日更新） 

福島県 05_公営住宅の募集 

令和2年2月25日 県営住宅入居募集のご案内（令

和2年2月25日更新） 

福島県 05_公営住宅の募集 

令和2年2月25日 市営住宅入居者募集一覧（令和2

年3月分） 

鳥取県米子市 05_公営住宅の募集 

令和2年2月26日 令和2年3月公営住宅募集につい

て 

北海道新ひだか町 05_公営住宅の募集 

令和2年2月27日 《開催中止》移住促進のヒント

を探る !移住者ミーティング 

北海道小樽市 04_移住・定住支援 
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令和2年2月27日 新型コロナウイルスの感染拡大

防止の趣旨から、下記行事を中

止いたします。（岡山ナイター移

住相談会） 

岡山県 04_移住・定住支援 

令和2年2月27日 東京等で広島県へのUIJターン転

職相談会開催【中止のお知ら

せ】 

広島県 04_移住・定住支援 

令和2年2月27日 公営住宅入居者募集(令和元年

度) 

北海道富良野市 05_公営住宅の募集 

令和2年2月27日 【終了】村営住宅入居者募集

（単身者用集合住宅3戸） 

長野県木祖村 05_公営住宅の募集

令和2年2月29日 市営住宅の常時募集（新規分）

について 

山口県下関市 05_公営住宅の募集 

令和2年2月29日 久留米市:令和元年度第3回市営

住宅等入居者募集抽選結果を発

表します 

福岡県久留米市 05_公営住宅の募集 

令和2年2月29日 市営住宅等の入居者を募集しま

す（先着順） 

大分県大分市 05_公営住宅の募集 

令和2年2月29日 市営住宅（特定公共賃貸住宅）

の入居者を募集します 

鳥取県境港市 05_公営住宅の募集 

令和2年2月29日 市営住宅（公営住宅）の入居者

募集について 

鳥取県境港市 05_公営住宅の募集 
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