
 

 

 

 

 

 

 

県外自主避難者支援体制強化事業 

 

報告書 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 29 年 3 月 
 

  

 

 





 

目次 

１． 業務の概要 ..................................................................................................................... 1 

２． 情報収集 ........................................................................................................................ 3 

（１） 実施方針 ................................................................................................................. 3 

（２） 実施結果 ................................................................................................................. 7 

３． 情報管理・分析 ........................................................................................................... 83 

（１） 実施方針 ............................................................................................................... 83 

（２） 分類整理とトピックスの選定結果 ....................................................................... 85 

（３） 定住支援施策の傾向分析 ..................................................................................... 91 

１） 定住・支援施策の日別・カテゴリー別の傾向 ..................................................... 91 

２） 定住支援施策の都道府県別の傾向 ....................................................................... 99 

４． 情報提供 .................................................................................................................... 108 

（１） 実施方針 ............................................................................................................. 108 

（２） 専用サイトのコンテンツ構成 ............................................................................ 109 

（３） お役立ち情報の収集・整理 ................................................................................. 113 

（４） 専用サイトの構築 .............................................................................................. 125 

（５） 専用サイトの運用手順 ....................................................................................... 130 

１） 専用サイトの更新頻度 ....................................................................................... 130 

２） 移住・定住支援情報（RSS 情報） .................................................................... 130 

３） トピックス ......................................................................................................... 131 

４） 各地の取組事例 .................................................................................................. 132 

（６） 専用サイトの活用マニュアルの作成 ................................................................. 133 

５． 会議の開催 ................................................................................................................. 134 

（１） 実施方針 ............................................................................................................. 134 

（２） 会議資料 ............................................................................................................. 135 

（３） 実施状況 ............................................................................................................. 137 

（４） 実施後の意見整理と回答について ..................................................................... 138 

６． その他 ........................................................................................................................ 143 

（１） 県外自主避難者の課題と今後の支援策の整理 ................................................... 143 

（２） 支援活動の課題について ................................................................................... 146 

（３） 「県外避難者への相談・交流・説明会事業」の説明会・交流会の視察 .......... 154 

７． 今後の課題 ................................................................................................................. 155 

 



図表目次 

表 １-１ スケジュール ....................................................................................... 2 

表 ２-１ 収集する情報項目と収集方法 ............................................................... 3 

表 ２-２ 情報収集対象自治体 ............................................................................. 4 

表 ２-３ 情報収集未対象自治体 ......................................................................... 5 

表 ２-４ 情報収集対象媒体 ................................................................................ 6 

表 ２-５ 収集した情報件数 ................................................................................. 7 

表 ２-６ データベースに登録した定住支援施策情報の一覧 ................................ 8 

表 ２-７ 掲載した連携事例一覧 ........................................................................ 75 

表 ３-１ 定住支援施策の分類の視点 ................................................................. 84 

表 ３-２ 移住・定住支援施策の分類別情報件数 ............................................... 85 

表 ３-３ 専用サイトに掲載したトピックス情報の一覧 ..................................... 87 

表 ３-４ 都道府県別 移住・定住情報発信自治体数（市区町村数）一覧 ...... 100 

表 ４-１ 東日本大震災関連情報ポータルサイトを整備している自治体数 ...... 113 

表 ４-２ 公営住宅の優先入居等の情報発信主体 ............................................. 115 

表 ４-３ 自治体による公営住宅の優先入居等の支援の例 ............................... 115 

表 ４-４ 避難者支援活動に対する民間助成事例 ............................................. 117 

表 ５-１ 開催会議の概要 ................................................................................ 134 

表 ５-２ ［福島県県外避難者支援に関する情報共有・意見交換会］の意見と対応

の方針 ......................................................................................................... 139 

表 ６-１「国や自治体に求められる支援策」 寄せられたご意見と回答 .......... 144 

表 ６-２ 「支援活動の課題」 寄せられたご意見と他の団体からの回答（アドバ

イス） ......................................................................................................... 147 

表 ６-３：視察した説明会・交流会（平成 28 年） ........................................... 154 

 

図 ３-１ 情報管理・分析の実施フロー ............................................................. 83 

図 ３-２ 専用サイトに掲載したトピックスの件数の推移 ................................. 86 

図 ３-３ 移住・定住支援情報の月別件数の推移 ............................................... 92 

図 ３-４ 移住・定住支援情報の月別・カテゴリー別の推移 .............................. 92 

図 ３-５ 移住・定住支援情報の月別（1.移住・定住支援（補助・助成等））の推

移 .................................................................................................................. 93 

図 ３-６ 移住・定住支援情報の月別（2.移住・定住相談・イベント）の推移 .. 94 

図 ３-７ 移住・定住支援情報の月別（3.移住体験）の推移 .............................. 95 

図 ３-８ 移住・定住支援情報の月別（4.物件情報（公的賃貸住宅等））の推移 96 

図 ３-９ 移住・定住支援情報の月別（5.公営住宅の入居募集）の推移 ............. 97 



図 ３-１０ 移住・定住支援情報の月別（6.改修・リフォーム）の推移 ............. 98 

図 ３-１１ 都道府県別の移住・定住支援情報件数 ............................................ 99 

図 ３-１２ 都道府県別の移住・定住支援情報軒数（1 自治体あたり件数） .... 101 

図 ３-１３ 都道府県別 1 自治体あたり情報件数（移住・定住支援（補助・助成等））

 ................................................................................................................... 102 

図 ３-１４ 都道府県別 1 自治体あたり情報件数（移住・定住相談・イベント）

 ................................................................................................................... 103 

図 ３-１５ 都道府県別 1 自治体あたり情報件数（移住体験） ........................ 104 

図 ３-１６ 都道府県別 1 自治体あたり情報件数（物件情報（公的賃貸住宅等））

 ................................................................................................................... 105 

図 ３-１７ 都道府県別 1 自治体あたり情報件数（公営住宅の入居募集） ...... 106 

図 ３-１８ 都道府県別 1 自治体あたり情報件数（改修・リフォーム） .......... 107 

図 ４-１ 専用サイトの概要 ............................................................................. 108 

図 ４-２ 専用サイトの概要構成 ...................................................................... 109 

図 ４-３ 専用サイト ①ログインページ ........................................................ 109 

図 ４-４ 専用サイト ②トップページ ........................................................... 110 

図 ４-５ 専用サイト ③検索結果の表示 ........................................................ 110 

図 ４-６ 専用サイト ④各地の取組事例ページ ............................................. 111 

図 ４-７ 専用サイト ⑤各自治体の東日本大震災情報提供サイト集.............. 111 

図 ４-８ 専用サイト ⑥避難者支援活動に対する助成事例ページ ................. 112 

図 ４-９ 東京都の例 ........................................................................................ 113 

図 ４-１０ 北海道の例 .................................................................................... 114 

図 ４-１１ 兵庫県の例 .................................................................................... 114 

図 ４-１２ 埼玉県の例 .................................................................................... 116 

図 ４-１３ 新潟県の例 .................................................................................... 116 

図 ４-１４ 専用サイト トップページ ........................................................... 125 

図 ４-１５ 専用サイト トピックス一覧 ........................................................ 126 

図 ４-１６ 専用サイト 各地の取組事例ページ ............................................. 127 

図 ４-１７ 専用サイト 各地の取組事例（事例紹介票） ............................... 128 

図 ４-１８ 専用サイト 東日本大震災情報提供サイトリンク集 ..................... 128 

図 ４-１９ 専用サイト 避難者支援活動に対する助成事例 ............................ 129 

図 ４-２０ 専用サイトの更新スケジュール .................................................... 130 

図 ４-２１ 専用サイトの情報抽出のタイミング ............................................. 131 

図 ４-２２ 専用サイトのトピックス抽出のタイミング ................................... 131 

図 ４-２３ 専用サイト 取組事例の抽出、追加のタイミング ........................ 132 





1 

  

１．業務の概要 

１）業務の名称 

県外自主避難者支援体制強化事業 

 

２）履行期間 

平成 28 年 4 月 1 日～平成 29 年 3 月 31 日 

 

３）業務の目的 

福島県からの県外自主避難者については、平成２８年度末に応急仮設住宅の供与が終了す

ること等を見据え、今後、帰還又は定住に向けて個々の世帯の事情に応じて判断していく必

要がある。また、国においては子ども被災者支援法基本方針に基づき自主避難者に対して全

国の自治体や NPO 等支援団体において実施している施策や活動等の情報を的確に提供する

ことが喫緊の課題となっている。 

本事業は、これらを背景として、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 等支援団体に提供する体制を作る

ことによって、自主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。 

 

４）業務の内容 

①情報収集 

・全国のＮＰＯ等支援団体の活動事例や連携事例、全国の避難先自治体における定住に向

けた各種の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、避難先自治体のホ

ームページや新聞記事検索等により収集した。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、計画的に実施した。 

 

②情報管理・分析 

・①により収集した情報を適切に管理し、情報の内容を整理したうえで、この情報を効果

的に提供するための分析を行った。 

 

③情報提供 

・②により管理する情報を、全国で活動を行う NPO 等支援団体に提供した。 

 

④会議の開催 

・本事業で取り扱う情報に関して、全国で支援活動を行っている NPO 等支援団体を招集

して情報交換や支援方法の伝達を行うための会議を開催した。 

 

⑤その他 

・①～④の他、NPO 等支援団体が行う支援活動等を通じて自主避難者の生活実態や意見等

の収集を行うなど、自主避難者支援に有益な取組を実施した。 
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５）業務工程 

・福島県の「県外避難者への相談・交流・説明会事業」（以下、「福島県事業」とした。）の受託

団体（24 団体）への協力依頼・確認及び情報提供ツール（専用 Web サイト）の構築を 6 月中

に完了し、本格的に情報提供を開始した。 

・本格実施以降、情報収集、有益な情報の選定・抽出・分類整理を計画的に実施し、隔週１回の

頻度で情報提供を実施した。 

・11 月に福島県事業の受託団体（24 団体）を招集した会議を福島県事業と連携しながら開催し

自主避難者支援活動の実施状況と課題の把握、有益な取組や連携事例の収集・共有を実施した。 

 

表 １-１ 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

体制構築
①受託団体への
協力依頼・確認

①避難先自治体
の定住支援施策
情報の収集

②支援団体の活
動事例・連携事
例

①有益な情報の
選定・抽出

②抽出情報の分
類整理

③定住支援施策
情報の傾向分析

①情報提供ツー
ル（Webサイトの
構築）

②情報提供ツー
ルの運営（情報
更新等）

(5)その他
①各地の説明会
等への視察

2016年 2017年

(1)
情報収集

(3)
情報提供

(4)会議の開催

報告書の作成

(2)
情報管理・
分析

業務項目

全体会議（1回） 分科会(2回）

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）にチェック

新聞・雑誌検索により避難者支援の取組み記事を網羅的、定期的（隔週1回）にチェック

(1)①②で得られた情報のうち、支援団体への提供が有効と考えられる情報の選定・抽出

(2)①で抽出された情報の分類整理

(2)②で蓄積した情報を基に地

域別、内容別等、傾向分析

(2)②で整理した情報を情報提供ツールにアップ。（毎月1回更新）

会議で得られた情報

も適宜アップ

支援団体が開催する説明会、交流会への適宜、視察（10回程度）

全体会議（1回）
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２．情報収集 

全国の NPO 等支援団体の活動事例や連携事例、全国の避難先自治体における定住に向け

た各種の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。 

 

（１）実施方針 

１）収集する情報内容 

・本業務において収集した情報項目と収集方法は下表のとおりである。 

・避難先自治体の定住支援施策情報については、避難先自治体の Web サイトの情報を収集す

るが、RSS リーダを活用することとし、また、支援団体の活動事例・連携事例については、

新聞・雑誌記事のデータベースを用いてキーワード検索を実施することでタイムリーかつ

網羅的な情報収集を実施した。 

 

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 

避難先自治体

の定住支援施

策情報 

○避難先自治体 Web サイトの新着情報の閲覧 

・RSS（※）を活用し全国自治体 HP を網羅的、定期的にチェック。 

・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。 

○福島県が実施する「県外避難者への相談・交流・説明会事業」の受託団

体（約 24 団体）からの情報提供。 

支援団体の活

動事例・連携事

例 

○全国の新聞・雑誌記事検索 

・新聞・雑誌記事データベースを活用し、報道記事のデータベースを用い

てキーワード検索を実施。 

○福島県が実施する「県外避難者への相談・交流・説明会事業」の受託団

体（約 24 団体）からの情報提供。 

 

 

※RSS について 

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しに取

得可能。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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２）「避難先自治体の定住支援施策情報」の情報収集対象自治体 

・「避難先自治体の定住支援施策情報」の情報収集対象とした自治体は、1,135 自治体（全自

治体に占める割合は、63％）であり、その内訳は、下表のとおりである。 

・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 Web 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。 

・また、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。 

・参考までに情報収集対象外の自治体（653 自治体）は、次頁のとおりである。 

 

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 

政令指定都市 ○（20） ― 

人口 30 万人以上の自治体 ○（64） ― 

人口 30 万人 

未満の自治

体（1,657） 

RSS 導入済 ○（968） ― 

RSS 

未導入 

（689） 

県庁所在市 ○（2） 徳島市、佐賀市 

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 

×（653） ― 

合計 
○（1,135） 全 1,788 自治体に

対する割合：63％ 
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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（653） 

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、川内村、川俣町、浅川町、只見町、棚倉町、楢葉町、飯舘村、磐梯町、富岡町、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 

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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３）「支援団体の活動事例・連携事例」の情報収集対象媒体 

・「支援団体の活動事例・連携事例」の情報収集は、既に、新聞・雑誌記事データベースと

して構築・運用されている有料サービスを活用するものとし、その対象媒体は、下表のと

おりである。 

 

表 ２-４ 情報収集対象媒体 

種別 媒体名 

新聞 

全国紙 

日本経済新聞、日経産業新聞、日経プラスワン、日経マガジン、 

朝日新聞、毎日新聞、読売新聞、産経新聞、共同通信ニュース、 

時事通信ニュース、NHK ニュース 

地方紙 

北海道新聞、十勝毎日新聞、室蘭民報、東奥日報、デーリー東北、 

岩手日報、河北新報、石巻かほく、秋田魁新報、山形新聞、福島民報、福

島民友新聞、茨城新聞、下野新聞、上毛新聞、埼玉新聞、千葉日報、東京

新聞、神奈川新聞、新潟日報、北日本新聞、北國新聞・富山新聞、福井新

聞、山梨日日新聞、信濃毎日新聞、岐阜新聞、静岡新聞、 

伊豆新聞、中日新聞、伊勢新聞、京都新聞、大阪日日新聞、神戸新聞、 

奈良新聞、紀伊民報、日本海新聞、山陰中央新報、山陽新聞、 

中国新聞、山口新聞、徳島新聞、四国新聞、愛媛新聞、高知新聞、 

西日本新聞、佐賀新聞、長崎新聞、熊本日日新聞、大分合同新聞、 

宮崎日日新聞、南日本新聞、琉球新報、沖縄タイムス 

雑誌 

日経ビジネス、週刊東洋経済、東洋経済オンライン、 

週刊ダイヤモンド、週刊エコノミスト、ＡＥＲＡ、週刊朝日、 

サンデー毎日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 

  

 

（２）実施結果 

・業務期間（平成 28 年 4 月 1 日～平成 29 年 3 月 31 日）のうち、情報収集実施期間である

平成 28 年 4 月 1 日から平成 29 年 2 月 28 日の間に収集した支援施策情報等の件数は、下

表のとおりである。これら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、

福島県事業の受託団体（24 団体）がタイムリーに情報収集できるよう提供した。 

・データベースに登録した定住支援施策情報の一覧は、次ページ以降に記す。 

※平成 29 年 3 月 1 日～3 月 31 日の間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、平成 29 年 2 月 28 日までに収集した情報を対象

とした。 

 

 

表 ２-５ 収集した情報件数 

情報項目 情報件数 

避難先自治体の定住支援施策情報 2,245 件 

支援団体の活動事例・連携事例 7 件 

合計 2,252 件 

※平成 28 年 4 月 1 日～平成 29 年 2 月 28 日実績 
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表 ２-６ データベースに登録した定住支援施策情報の一覧 

※平成 28 年 4 月 1 日～平成 29 年 2 月 28 日実績 
配信日 タイトル 地方自治体 定住支援施策のカテゴリー区分 

平成28年4月1日 平成28年度寒河江市移住推進空き家利活用

支援業補助金 

福島県南会津町 １．移住・定住支援（補助・助成等）、４．物件

情報（公的賃貸住宅等） 

平成28年4月1日 子育て応援住宅入居者募集中 宮城県白石市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等） 

平成28年4月1日 子育て応援住宅入居者向け補助金のご案内 宮城県白石市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等） 

平成28年4月1日 子育て応援定住交付金 南陽市 山形県南陽市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等） 

平成28年4月1日 持家住宅建設助成金 南陽市 山形県南陽市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等） 

平成28年4月1日 平成28年度寒河江市移住推進空き家利活用

支援業補助金 

山形県寒河江市 １．移住・定住支援（補助・助成等）、４．物件

情報（公的賃貸住宅等） 

平成28年4月1日 公営住宅（市営・県営）と定住促進住宅（市営）

のご案内 村山市 

山形県村山市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等） 

平成28年4月1日 住まいをリフォームされる方に工事費の一部を

支援します 村山市 

山形県村山市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等） 

平成28年4月1日 住宅の新築・土地の購入に最大100万円補助

します 村山市 

山形県村山市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等） 

平成28年4月1日 「みずきタウン」宅地分譲｜山梨県 北杜市（ほ

くとし） 

山梨県北杜市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等） 

平成28年4月1日 住宅改修費の支給 - 広島県廿日市市 広島県廿日市市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等） 

平成28年4月1日 定住促進住宅の概要 - 広島県廿日市市 広島県廿日市市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等） 

平成28年4月1日 公営住宅の概要 - 広島県廿日市市（はつか

いち） 

広島県廿日市市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等） 

平成28年4月1日 甲種住宅・特定公共賃貸住宅・福祉住宅の概

要 - 広島県廿日市市 

広島県廿日市市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等） 

平成28年4月1日 住宅用消火器・住宅用火災警報器の購入費を

補助します 

新潟県津南町 ４．物件情報（公的賃貸住宅等） 

平成28年4月1日 那須町移住定住促進住宅取得等補助金要綱

に対するQ＆A 

栃木県那須町 ４．物件情報（公的賃貸住宅等） 

平成28年4月1日 不動産・建築等に関する相談 熊本県熊本市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等） 

平成28年4月1日 会津坂下町民間賃貸住宅家賃補助 福島県会津坂下町 ４．物件情報（公的賃貸住宅等） 

平成28年4月1日 中土佐町移住者住宅改修等補助金 高知県中土佐町 ６．改修・リフォーム 

平成28年4月2日 町営住宅申込から入居まで 宮城県村田町 ４．物件情報（公的賃貸住宅等） 

平成28年4月3日 移住ポータルサイト開設について 山形県真室川町 ２．移住・定住相談・イベント 

平成28年4月4日 ながさき移住サポートセンターのホームページ

が開設されました 

長崎県南島原市 ２．移住・定住相談・イベント 

平成28年4月4日 市営住宅入居者募集について（建築住宅課） 北海道根室市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年4月4日 村営住宅入居者募集のお知らせ 北海道留寿都村 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年4月4日 特定公共賃貸住宅の家賃を改定します 山口県光市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等） 

平成28年4月4日 中堅所得者向け住宅入居者募集について 滋賀県大津市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等） 

平成28年4月4日 特定公共賃貸住宅で、若年夫婦世帯等への家

賃補助を行います。 

福井県福井市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等） 

平成28年4月4日 市営住宅入居者募集について（建築住宅課） 北海道根室市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年4月4日 村営住宅入居者募集のお知らせ 北海道留寿都村 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年4月5日 移住・定住支援 鳥取県日野町 １．移住・定住支援（補助・助成等） 

平成28年4月5日 津山ぐらし移住体験ツアー開催  参加者募集

のお知らせ 

岡山県津山市 ２．移住・定住相談・イベント、３．移住体験 

平成28年4月5日 津山ぐらし移住体験ツアー開催  参加者募集

のお知らせ 

岡山県津山市 ２．移住・定住相談・イベント、３．移住体験 

平成28年4月6日 特定公共賃貸（特公賃）住宅入居者随時募集

｜くらし・手続き｜幕別町 

北海道幕別町 ４．物件情報（公的賃貸住宅等） 

平成28年4月6日 公営住宅入居者随時募集｜公営住宅｜幕別

町 

北海道幕別町 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年4月6日 ★☆持家住宅建設助成と一般定期借地権制

度でマイホームを ☆★ 

北海道赤平市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等） 

平成28年4月6日 【三好市空き家バンク制度】登録物件を募集し

ます 

徳島県三好市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等） 

平成28年4月6日 公営住宅入居者随時募集｜公営住宅｜幕別

町 

 

北海道幕別町 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 
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配信日 タイトル 地方自治体 定住支援施策のカテゴリー区分 

平成28年4月6日 移住定住対策（『住宅取得奨励金』 『住宅改

修費助成金』）について 

兵庫県香美町 ６．改修・リフォーム 

平成28年4月6日 移住定住者向け住宅リフォーム補助金交付制

度はこちら 

千葉県館山市 ６．改修・リフォーム 

平成28年4月7日 にかほ市多世帯同居奨励金について 福島県南会津町 １．移住・定住支援（補助・助成等） 

平成28年4月7日 まるもり移住・定住サポートセンターの開設につ

いて 

宮城県丸森町 ２．移住・定住相談・イベント 

平成28年4月7日 北杜市移住定住お試し住宅の御案内 山梨県北杜市 ３．移住体験 

平成28年4月7日 特定公共賃貸（特公賃）住宅入居者定期募集

｜くらし・手続き｜幕別町 

北海道幕別町 ４．物件情報（公的賃貸住宅等） 

平成28年4月7日 公営住宅入居者定期募集｜くらし・手続き｜幕

別町 

北海道幕別町 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年4月7日 町営住宅の入居者募集について（3月15日登

録） 

北海道長沼町 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年4月7日 公営住宅入居者定期募集｜くらし・手続き｜幕

別町 

北海道幕別町 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年4月7日 町営住宅の入居者募集について（3月15日登

録） 

北海道長沼町 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年4月8日 県営住宅（市外）の入居者募集（平成２８年４

月） 

兵庫県篠山市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年4月8日 県営住宅（市外）の入居者募集（平成２８年４

月） 

兵庫県篠山市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年4月11日 移住体験コミック「わたしの和歌山ぐらし」完

成！ 

和歌山県 ３．移住体験 

平成28年4月11日 海陽町空き家バンク 徳島県海陽町 ４．物件情報（公的賃貸住宅等） 

平成28年4月12日 市外遠距離通勤者定住支援奨励金について 兵庫県篠山市 １．移住・定住支援（補助・助成等）、２．移

住・定住相談・イベント 

平成28年4月12日 市外遠距離通勤者定住支援奨励金について 岡山県新見市 １．移住・定住支援（補助・助成等）、２．移

住・定住相談・イベント 

平成28年4月12日 移住体験新築住宅（２棟）申込受付中！！｜く

らしの情報｜鶴居村 

北海道鶴居村 ３．移住体験 

平成28年4月12日 移住体験新築住宅（２棟）申込受付中！！｜く

らしの情報｜鶴居村 

北海道鶴居村 ３．移住体験 

平成28年4月12日 市営住宅 南陽市 山形県南陽市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等） 

平成28年4月12日 市営住宅入居者の募集について 岩手県奥州市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年4月12日 町営住宅の入居者を募集します（六尾北団地 

34号） 

鳥取県北栄町 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年4月12日 市営住宅入居者の募集について 岩手県奥州市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年4月12日 町営住宅の入居者を募集します（六尾北団地 

34号） 

鳥取県北栄町 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年4月13日 飛騨地域総合移住ホームページを開設しまし

た！ 

岐阜県高山市 ２．移住・定住相談・イベント 

平成28年4月13日 市営住宅の募集案内及び他の公共住宅案内 大阪府八尾市 ５．公営住宅の入居募集 

平成28年4月15日 U・Iターン者の空き家住まいを支援します 兵庫県篠山市 １．移住・定住支援（補助・助成等） 

平成28年4月15日 公営住宅の入居者を募集します 和歌山県那智勝浦

町 

４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年4月15日 市営住宅の入居者を募集します（通常募集） 岐阜県可児市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年4月15日 公営住宅入居者募集中止について 熊本県山都町 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年4月15日 町営住宅入居者募集（～４月２８日まで） 神奈川県山北町 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年4月15日 市営住宅（特定公共賃貸住宅）について知りた

い。 

神奈川県相模原市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等） 

平成28年4月15日 村営住宅「野友地区若者定住住宅（２号棟）」

入居者募集開始 

高知県北川村 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年4月15日 公営住宅の入居者を募集します 和歌山県那智勝浦

町 

４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年4月15日 市営住宅の入居者を募集します（通常募集） 岐阜県可児市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年4月15日 公営住宅入居者募集中止について 熊本県山都町 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 
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配信日 タイトル 地方自治体 定住支援施策のカテゴリー区分 

平成28年4月15日 町営住宅入居者募集（～４月２８日まで） 神奈川県山北町 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年4月15日 村営住宅「野友地区若者定住住宅（２号棟）」

入居者募集開始 

高知県北川村 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年4月18日 空き家情報 岩手県住田町 ２．移住・定住相談・イベント、４．物件情報

（公的賃貸住宅等） 

平成28年4月19日 定住支援制度を拡充（定住促進に係る住宅取

得支援について） 

熊本県宇城市 １．移住・定住支援（補助・助成等） 

平成28年4月19日 不動産無料相談について 岡山県笠岡市 ２．移住・定住相談・イベント 

平成28年4月19日 町営住宅の入居者募集について 北海道長沼町 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年4月19日 町営住宅入居者等の募集について 静岡県吉田町 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年4月19日 世帯向住宅野田団地 鳥取県日野町 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年4月19日 町営住宅の入居者募集について 北海道長沼町 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年4月19日 町営住宅入居者等の募集について 静岡県吉田町 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年4月19日 世帯向住宅野田団地 鳥取県日野町 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年4月20日 [新着情報 お知らせ]子育て世代にお得がいっ

ぱい！比布町移住・定住情報 

徳島県三好市 １．移住・定住支援（補助・助成等） 

平成28年4月20日 第2回移住者×地域の集いを開催しました。 兵庫県朝来市 ２．移住・定住相談・イベント 

平成28年4月20日 家庭福祉・母子寡婦福祉資金貸付金一覧表 山口県 ４．物件情報（公的賃貸住宅等） 

平成28年4月21日 市営住宅の入居者募集（平成２８年５月） 兵庫県篠山市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年4月21日 町営住宅入居者募集情報 愛知県設楽町 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年4月21日 浄化槽設置整備費補助制度のご案内 長崎県西海市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等） 

平成28年4月21日 市営住宅の入居者募集（平成２８年５月） 兵庫県篠山市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年4月21日 町営住宅入居者募集情報 愛知県設楽町 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年4月21日 市営住宅4月随時募集は受付終了しました 神奈川県藤沢市 ５．公営住宅の入居募集 

平成28年4月22日 平成28年5月都営住宅 入居者の募集概要 東京都 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年4月22日 復興公営住宅の入居者の募集について（５月

定期募集） 

福島県 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年4月22日 平成28年5月都営住宅 入居者の募集概要 東京都 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年4月22日 復興公営住宅の入居者の募集について（５月

定期募集） 

福島県 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年4月24日 若者定住促進補助金について 香川県綾川町 ４．物件情報（公的賃貸住宅等） 

平成28年4月24日 市営住宅入居者募集のお知らせ 平成２８年５

月募集 

高知県南国市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年4月24日 市営住宅の入居者を募集します 鳥取県境港市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年4月24日 市営住宅入居者募集のお知らせ 平成２８年５

月募集 

高知県南国市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年4月24日 市営住宅の入居者を募集します 鳥取県境港市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年4月25日 町営住宅入居者の募集について｜くらしの情

報｜標茶町ホームページ 

北海道標茶町 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年4月25日 町営住宅入居者の募集について｜くらしの情

報｜標茶町ホームページ 

北海道標茶町 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年4月25日 特定公共賃貸住宅の入居者を募集しています 大分県大分市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等） 

平成28年4月25日 平成28年5月区営住宅（あき家）入居者募集に

ついて 

東京都千代田区 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年4月25日 市営住宅入居者募集一覧（平成28年5月分） 鳥取県米子市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年4月25日 町営住宅入居者の募集について｜くらしの情

報｜標茶町ホームページ 

 

北海道標茶町 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 
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配信日 タイトル 地方自治体 定住支援施策のカテゴリー区分 

平成28年4月25日 町営住宅入居者の募集について｜くらしの情

報｜標茶町ホームページ 

北海道標茶町 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年4月25日 平成28年度 市営住宅常時募集受付 愛知県一宮市 ５．公営住宅の入居募集 

平成28年4月25日 平成28年5月区営住宅（あき家）入居者募集に

ついて 

東京都千代田区 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年4月25日 市営住宅入居者募集一覧（平成28年5月分） 鳥取県米子市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年4月25日 「四万十町U・Iターン希望者住宅改修費補助

金」について 

高知県四万十町 ６．改修・リフォーム 

平成28年4月26日 にかほ市定住支援総合情報 徳島県海陽町 １．移住・定住支援（補助・助成等） 

平成28年4月26日 定住促進通勤支援補助金を募集します。 徳島県海陽町 １．移住・定住支援（補助・助成等） 

平成28年4月26日 北秋田市移住定住相談連絡員への登録につ

いて｜各課のしごと｜秋田県北秋田市 

秋田県北秋田市 ２．移住・定住相談・イベント 

平成28年4月26日 町営住宅入居者募集情報 北海道黒松内町 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年4月26日 子育て支援低家賃住宅入居者の募集につい

て 

北海道黒松内町 ４．物件情報（公的賃貸住宅等） 

平成28年4月26日 市営住宅(随時入居)入居者募集のお知らせ 岐阜県高山市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年4月26日 町営住宅入居者募集情報 北海道黒松内町 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年4月26日 市営住宅(随時入居)入居者募集のお知らせ 岐阜県高山市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年4月27日 町営住宅入居者募集中 岐阜県白川町 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年4月27日 町営集合住宅（入居者募集中） 福井県池田町 ４．物件情報（公的賃貸住宅等） 

平成28年4月27日 太田市｜特定優良賃貸住宅 群馬県太田市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等） 

平成28年4月27日 町営住宅入居者募集中 岐阜県白川町 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年4月28日 市営住宅の入居者を募集します 岩手県奥州市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年4月28日 母子世帯向け住宅入居者を募集中です 新潟県新潟市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等） 

平成28年4月28日 村営住宅一般入居者募集（平成28年5月募集） 福島県湯川村 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年4月28日 子育て世代用賃貸住宅の入居者を募集しま

す。 

鳥取県智頭町 ４．物件情報（公的賃貸住宅等） 

平成28年4月28日 公営住宅等入居の5月募集等について 大分県豊後大野市 ５．公営住宅の入居募集 

平成28年4月28日 市営住宅の入居者を募集します 岩手県奥州市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年4月28日 村営住宅一般入居者募集（平成28年5月募集） 福島県湯川村 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年4月29日 移住者への支援 | あばいん一関 - 岩手県一

関市での移住定住応援サイト 

徳島県海陽町 １．移住・定住支援（補助・助成等）、３．移住

体験 

平成28年4月29日 移住者への支援 | あばいん一関 - 岩手県一

関市での移住定住応援サイト 

岩手県一関市 １．移住・定住支援（補助・助成等）、３．移住

体験 

平成28年5月1日 移住体験プログラム参加者大募集！！｜移住

情報｜北海道弟子屈町 

北海道弟子屈町 ３．移住体験 

平成28年5月1日 川西ゆうあい住宅（特定優良賃貸住宅）につい

て 

兵庫県川西市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等） 

平成28年5月1日 市営住宅入居者募集 北海道歌志内市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年5月1日 都営住宅の入居者を募集します（平成28年5

月） 

東京都世田谷区 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年5月1日 市営住宅入居者及び入居登録者募集 東京都羽村市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年5月1日 都営住宅入居者募集 東京都西東京市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年5月1日 市営住宅入居者募集 北海道歌志内市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年5月1日 都営住宅の入居者を募集します（平成28年5

月） 

 

東京都世田谷区 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年5月1日 市営住宅入居者及び入居登録者募集 東京都羽村市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 
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配信日 タイトル 地方自治体 定住支援施策のカテゴリー区分 

平成28年5月1日 都営住宅入居者募集 東京都西東京市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年5月2日 定住のために五島市へ転入する子育て世帯等

を支援します 

島根県出雲市 １．移住・定住支援（補助・助成等） 

平成28年5月2日 町営住宅等入居者の臨時募集 兵庫県佐用町 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年5月2日 ５月市営住宅入居者募集 兵庫県養父市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年5月2日 県営住宅入居者募集一覧 和歌山県 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年5月2日 市営住宅の入居者を募集します 長崎県五島市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年5月2日 公営住宅の入居者募集について 鳥取県八頭町 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年5月2日 町営住宅等入居者の臨時募集 兵庫県佐用町 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年5月2日 ５月市営住宅入居者募集 兵庫県養父市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年5月2日 町営住宅等入居募集状況について｜くらしの

情報｜北海道清里町 

北海道清里町 ５．公営住宅の入居募集 

平成28年5月2日 公営住宅の入居希望者募集 北海道知内町 ５．公営住宅の入居募集 

平成28年5月2日 県営住宅入居者募集一覧 和歌山県 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年5月2日 町営住宅入居募集 宮城県涌谷町 ５．公営住宅の入居募集 

平成28年5月2日 市営住宅の入居者を募集します 長崎県五島市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年5月2日 公営住宅の入居者募集について 鳥取県八頭町 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年5月6日 移住相談窓口、開設しました 大分県中津市 ２．移住・定住相談・イベント 

平成28年5月6日 東京等で広島へのUIJターン転職相談会を開

催！ 

広島県 ２．移住・定住相談・イベント 

平成28年5月6日 定住促進住宅入居者募集 兵庫県佐用町 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、６．改修・リ

フォーム 

平成28年5月6日 民間賃貸住宅借上げ制度（みなし応急仮設住

宅）について 

熊本県山都町 ４．物件情報（公的賃貸住宅等） 

平成28年5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 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年5月6日 災害公営住宅（町営住宅「東町団地」）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 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年5月6日 十和田市空き家バンク【登録物件】(物件情報を

追加しました） 

青森県十和田市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等） 

平成28年5月6日 平成28年度 市営住宅入居者（待機者）を募集

します 

静岡県菊川市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年5月6日 平成28年度 第1回 市営住宅定期募集住宅

一覧 

愛知県一宮市 ５．公営住宅の入居募集 

平成28年5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 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年5月6日 災害公営住宅（町営住宅「東町団地」）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 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年5月6日 平成28年度 市営住宅入居者（待機者）を募集

します 

静岡県菊川市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年5月6日 平成28年度大津市定住促進リフォーム補助金

のご案内 

滋賀県大津市 ６．改修・リフォーム 

平成28年5月7日 『由利本荘・にかほ移住”まるごと”ミーティング』

を更新しました。 

秋田県にかほ市 ２．移住・定住相談・イベント 

平成28年5月9日 えびの市移住・定住支援センターを開設しまし

た 

宮崎県えびの市 ２．移住・定住相談・イベント 

平成28年5月9日 市営住宅入居者選考委員会 議事録 千葉県浦安市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等） 

平成28年5月9日 市営住宅入居者選考委員会 千葉県浦安市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等） 

平成28年5月9日 市営住宅の入居者を募集しています（5月9日

から5月20日まで） 

 

大阪府豊中市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年5月9日 現在の空き室状況 宮崎県えびの市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 
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配信日 タイトル 地方自治体 定住支援施策のカテゴリー区分 

平成28年5月9日 市営住宅の入居者募集 山口県周南市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年5月9日 子育てガイドブックダウンロード（PDF） - 寒河

江市 

山形県寒河江市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等） 

平成28年5月9日 【お知らせ】民間賃貸住宅借上げ制度（みなし

応急仮設住宅）について 

熊本県大津町 ４．物件情報（公的賃貸住宅等） 

平成28年5月9日 市営住宅の入居者を募集しています（5月9日

から5月20日まで） 

大阪府豊中市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年5月9日 現在の空き室状況 宮崎県えびの市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年5月9日 市営住宅の入居者募集 山口県周南市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年5月9日 平成28年度 第1回 市営住宅定期募集受付 愛知県一宮市 ５．公営住宅の入居募集 

平成28年5月10日 移住・定住をお手伝いします!!（支援制度） 北海道三笠市 １．移住・定住支援（補助・助成等） 

平成28年5月10日 「～北海道へ～本気の移住相談会2016」に出

展します！ 

北海道新ひだか町 ２．移住・定住相談・イベント 

平成28年5月10日 県外移住相談会出展情報 鳥取県日南町 ２．移住・定住相談・イベント 

平成28年5月10日 あかびら住みかエール 北海道赤平市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等） 

平成28年5月10日 山形県東置賜郡高畠町／持家住宅助成金の

申請を受け付けます 

山形県高畠町 ４．物件情報（公的賃貸住宅等） 

平成28年5月10日 子育て世帯向け地域優良賃貸住宅の入居者

募集中（2016.5.10） 

広島県竹原市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等） 

平成28年5月11日 移住アドバイザーにご相談ください 新潟県糸魚川市 ２．移住・定住相談・イベント 

平成28年5月11日 民間賃貸住宅借上げ制度（みなし応急仮設住

宅）について 

熊本県氷川町 ４．物件情報（公的賃貸住宅等） 

平成28年5月12日 「西播磨暮らし相談会開催」のお知らせ 兵庫県佐用町 ２．移住・定住相談・イベント 

平成28年5月12日 花巻市の市営住宅について 岩手県花巻市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年5月12日 住宅改修費・福祉用具購入費の支給 東京都足立区 ４．物件情報（公的賃貸住宅等） 

平成28年5月12日 賃貸住宅への住み替えの様々な「困った！」を

支援します。「住まいサポートふくおか」のご案

内 

福岡県福岡市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等） 

平成28年5月12日 花巻市の市営住宅について 岩手県花巻市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年5月12日 市営住宅抽選結果（平成28年5月募集分） 鳥取県米子市 ５．公営住宅の入居募集 

平成28年5月13日 移住定住を支援「三朝町空き家家財道具等処

分費補助金」 

福島県南会津町 １．移住・定住支援（補助・助成等） 

平成28年5月13日 鳥取県IJUターンBIG相談会in東京へ出展しま

す 

鳥取県三朝町 ２．移住・定住相談・イベント 

平成28年5月13日 おためし移住体験日記 北海道北広島市 ３．移住体験 

平成28年5月13日 県営住宅（市外）の入居者募集（平成２８年５

月） 

兵庫県篠山市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年5月13日 町営住宅の入居者募集について（5月13日登

録） 

北海道長沼町 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年5月13日 中古住宅を購入し、省エネ・耐震・バリアフリー

等の工事を行った方に奨励金を交付します！ 

奈良県生駒市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等） 

平成28年5月13日 石巻市復興公営住宅入居者募集 宮城県石巻市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年5月13日 市営住宅の入居者を募集 岐阜県恵那市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年5月13日 特公賃住宅「桑野山団地」入居者募集 愛知県犬山市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等） 

平成28年5月13日 「若者定住促進住宅」入居者募集 愛知県犬山市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等） 

平成28年5月13日 「町営住宅」入居者募集 愛知県犬山市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年5月13日 市営住宅等入居者募集 福島県田村市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年5月13日 市営住宅入居者募集を更新しました。 秋田県にかほ市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年5月13日 特公賃住宅「桑野山団地」入居者募集 静岡県川根本町 ４．物件情報（公的賃貸住宅等） 

平成28年5月13日 「若者定住促進住宅」入居者募集 静岡県川根本町 ４．物件情報（公的賃貸住宅等） 

平成28年5月13日 「町営住宅」入居者募集 静岡県川根本町 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年5月13日 県営住宅（市外）の入居者募集（平成２８年５

月） 

兵庫県篠山市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 
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配信日 タイトル 地方自治体 定住支援施策のカテゴリー区分 

平成28年5月13日 町営住宅の入居者募集について（5月13日登

録） 

北海道長沼町 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年5月13日 石巻市復興公営住宅入居者募集 宮城県石巻市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年5月13日 市営住宅の入居者を募集 岐阜県恵那市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年5月13日 「町営住宅」入居者募集 愛知県犬山市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年5月13日 市営住宅等入居者募集 福島県田村市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年5月13日 市営住宅入居者募集を更新しました。 秋田県にかほ市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年5月13日 「町営住宅」入居者募集 静岡県川根本町 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年5月15日 応急仮設住宅の入居者募集について 熊本県西原村 ４．物件情報（公的賃貸住宅等） 

平成28年5月15日 市営住宅の入居募集について 岩手県宮古市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年5月16日 猿払村営住宅の入居者募集のお知らせ 北海道猿払村 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年5月16日 空き家バンク賃貸・売買物件 大分県宇佐市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等） 

平成28年5月16日 空き家バンク賃貸物件 大分県宇佐市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等） 

平成28年5月16日 市営すまいりんぐ（子育て応援型）・市営すまい

りんぐ・市営特定賃貸住宅・市営再開発住宅

（地域リロケーション住宅）・市営再開発住宅の

随時募集 

大阪府大阪市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等） 

平成28年5月16日 子育て世帯等向け民間賃貸住宅改修費を補

助します 

大阪府大阪市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等） 

平成28年5月16日 市営すまいりんぐ（子育て応援型）・市営すまい

りんぐ・市営特定賃貸住宅・市営再開発住宅

（地域リロケーション住宅）・市営再開発住宅の

随時募集 

大阪府大阪市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等） 

平成28年5月16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（平成28年5月募集） 

山口県周防大島町 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年5月16日 町営住宅入居者募集 神奈川県中井町 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年5月16日 市営住宅入居者を募集します 静岡県磐田市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年5月16日 市営住宅の入居者募集（随時受付中）物件情

報を更新しました 

鹿児島県姶良市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年5月16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 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年5月16日 猿払村営住宅の入居者募集のお知らせ 北海道猿払村 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年5月16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（平成28年5月募集） 

山口県周防大島町 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年5月16日 町営住宅入居者募集 神奈川県中井町 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年5月16日 市営住宅入居者を募集します 静岡県磐田市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年5月16日 市営住宅の入居者募集（随時受付中）物件情

報を更新しました 

鹿児島県姶良市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年5月16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 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年5月17日 綾部市定住支援ガイド 福島県南会津町 １．移住・定住支援（補助・助成等） 

平成28年5月17日 北茨城市空き家バンク☆TOPページ☆ 青森県五戸町 １．移住・定住支援（補助・助成等）、２．移

住・定住相談・イベント 

平成28年5月17日 「にいがたライフスタイルカフェ2016 VOL.１ －

移住夫婦のホンネ－」を開催します（６月１日 

東京・有楽町） 

新潟県 ２．移住・定住相談・イベント 

平成28年5月17日 北茨城市空き家バンク☆TOPページ☆ 茨城県北茨城市 １．移住・定住支援（補助・助成等）、２．移

住・定住相談・イベント 

平成28年5月17日 青森県移住・交流ポータルサイト「あおもり暮ら

し」を開設しました。 [地域活力振興課 5月16

日] 

青森県 ２．移住・定住相談・イベント 
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配信日 タイトル 地方自治体 定住支援施策のカテゴリー区分 

平成28年5月17日 鳥取県IJUターンBIG相談会in大阪へ出展しま

す 

鳥取県三朝町 ２．移住・定住相談・イベント 

平成28年5月17日 県営住宅入居者募集の御案内 広島県 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年5月17日 村営住宅「野友地区若者定住住宅（２号棟）」

入居者募集開始 

高知県北川村 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年5月17日 県営住宅入居者募集の御案内 広島県 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年5月17日 平成28年度 第1回 市営住宅定期募集申込

状況 

愛知県一宮市 ５．公営住宅の入居募集 

平成28年5月17日 村営住宅「野友地区若者定住住宅（２号棟）」

入居者募集開始 

高知県北川村 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年5月18日 「つたえる県ながさき」第2号（平成28年6月号） 秋田県羽後町 １．移住・定住支援（補助・助成等） 

平成28年5月18日 移住相談会の日程を掲載しました 福島県南会津町 １．移住・定住支援（補助・助成等）、２．移

住・定住相談・イベント 

平成28年5月18日 ＵＩターン相談者は飛行機をお得にご利用いた

だけます！ 

島根県益田市 ２．移住・定住相談・イベント 

平成28年5月18日 ＵＩターン相談者は飛行機をお得にご利用いた

だけます！ 

島根県益田市 ２．移住・定住相談・イベント 

平成28年5月18日 移住相談会の日程を掲載しました 静岡県島田市 １．移住・定住支援（補助・助成等）、２．移

住・定住相談・イベント 

平成28年5月18日 鳥取県IJUターンBIG相談会in東京【開催日：6

月26日】に参加します！ 

鳥取県岩美町 ２．移住・定住相談・イベント 

平成28年5月18日 鳥取県IJUターンBIG相談会in大阪【開催日：7

月30日】に参加します！ 

鳥取県岩美町 ２．移住・定住相談・イベント 

平成28年5月18日 海陽町空き家バンク 徳島県海陽町 ４．物件情報（公的賃貸住宅等） 

平成28年5月18日 申請書等様式ダウンロード 沖縄県竹富町 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年5月18日 申請書等様式ダウンロード 沖縄県竹富町 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年5月19日 空き家に関するお悩みを専門家に相談しませ

んか 

徳島県 ２．移住・定住相談・イベント、４．物件情報

（公的賃貸住宅等） 

平成28年5月19日 公営住宅入居者随時募集｜公営住宅｜幕別

町 

北海道幕別町 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年5月19日 福祉用具購入・住宅改修 奈良県川西町 ４．物件情報（公的賃貸住宅等） 

平成28年5月19日 空き家に関するお悩みを専門家に相談しませ

んか 

徳島県 ２．移住・定住相談・イベント、４．物件情報

（公的賃貸住宅等） 

平成28年5月19日 災害時における被災者への民間賃貸住宅の情

報提供等に関する協定を締結 

東京都昭島市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等） 

平成28年5月19日 久留米市：市営住宅の入居者募集について

（定期募集） 

福岡県久留米市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年5月19日 久留米市：別枠 市営住宅の入居者募集につ

いて 

福岡県久留米市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年5月19日 久留米市：平成28年度 第1回市営住宅の入居

者募集を開始します 

福岡県久留米市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年5月19日 公営住宅入居者随時募集｜公営住宅｜幕別

町 

北海道幕別町 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年5月19日 久留米市：市営住宅の入居者募集について

（定期募集） 

福岡県久留米市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年5月19日 久留米市：別枠 市営住宅の入居者募集につ

いて 

福岡県久留米市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年5月19日 久留米市：平成28年度 第1回市営住宅の入居

者募集を開始します 

福岡県久留米市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年5月20日 UJIターン支援情報 新潟県 １．移住・定住支援（補助・助成等） 

平成28年5月20日 唐津生活を体験してみませんか 佐賀県唐津市 ３．移住体験 

平成28年5月20日 市営住宅入居者の随時募集のお知らせ 北海道千歳市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年5月20日 神奈川県特定優良賃貸住宅 （愛称）「かなが

わパートナーハウジング」 

 

神奈川県 ４．物件情報（公的賃貸住宅等） 

平成28年5月20日 市営住宅入居者募集 長野県駒ヶ根市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年5月20日 市営住宅入居者の随時募集のお知らせ 北海道千歳市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 
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配信日 タイトル 地方自治体 定住支援施策のカテゴリー区分 

平成28年5月20日 市営住宅入居者募集 長野県駒ヶ根市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年5月23日 国東市の定住人口の増加に係る連携協定を締

結しました 

北海道美幌町 １．移住・定住支援（補助・助成等） 

平成28年5月23日 市営住宅入居者の定期募集 岐阜県多治見市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年5月23日 平成28年6月都民住宅 入居者の募集概要 東京都 ４．物件情報（公的賃貸住宅等） 

平成28年5月23日 久留米市：別枠 市営住宅の入居者募集につ

いて 

福岡県久留米市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年5月23日 久留米市：市営住宅の入居者募集について

（定期募集） 

福岡県久留米市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年5月23日 平成28年度第1回青森市営住宅入居者選考委

員会の会議概要 

青森県青森市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等） 

平成28年5月23日 移住促進・民間賃貸住宅借り上げ料等補助金

について 

香川県観音寺市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等） 

平成28年5月23日 市営住宅入居者の定期募集 岐阜県多治見市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年5月23日 久留米市：別枠 市営住宅の入居者募集につ

いて 

福岡県久留米市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年5月23日 久留米市：市営住宅の入居者募集について

（定期募集） 

福岡県久留米市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年5月24日 宇久島暮らしを体験してみませんか。～移住お

試し住宅～ 

長崎県佐世保市 ３．移住体験 

平成28年5月24日 久留米市：平成28年度第1回市営住宅入居者

募集の中間倍率を公表します 

福岡県久留米市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年5月24日 久留米市：平成28年度第1回市営住宅入居者

募集の中間倍率を公表します 

福岡県久留米市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年5月25日 大阪、東京で開催される移住相談会に北川村

も参加します！！ 

高知県北川村 ２．移住・定住相談・イベント 

平成28年5月25日 町営住宅入居者の募集について｜お知らせ｜

北海道十勝郡浦幌町 

北海道浦幌町 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年5月25日 市営住宅入居者募集 富山県南砺市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年5月25日 県営住宅入居者募集（平成28年度第1回）の抽

選結果について 

徳島県 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年5月25日 県営住宅について [建築住宅課 5月25日] 青森県 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年5月25日 市営住宅入居者募集(６月募集) 高知県香南市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年5月25日 市営住宅入居者募集一覧（平成28年6月分） 鳥取県米子市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年5月25日 「子ども・被災者支援法」に基づく支援対象避

難者を対象とした市営住宅の特定目的優先募

集の実施について（都市計画局） 

京都府京都市 ５．公営住宅の入居募集 

平成28年5月25日 町営住宅入居者の募集について｜お知らせ｜

北海道十勝郡浦幌町 

北海道浦幌町 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年5月25日 市営住宅入居者募集 富山県南砺市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年5月25日 県営住宅入居者募集（平成28年度第1回）の抽

選結果について 

徳島県 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年5月25日 ６月の市営住宅募集のご案内 

 

福井県越前市 ５．公営住宅の入居募集 

平成28年5月25日 県営住宅について [建築住宅課 5月25日] 青森県 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年5月25日 市営住宅入居者募集(６月募集) 高知県香南市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年5月25日 市営住宅入居者募集一覧（平成28年6月分） 鳥取県米子市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年5月26日 【移住相談会情報】6月～8月 縁あっていとい

がわ暮らし 

新潟県糸魚川市 ２．移住・定住相談・イベント 

平成28年5月26日 市営住宅の入居者募集について 茨城県下妻市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年5月26日 市営住宅の入居者募集について 茨城県下妻市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 
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配信日 タイトル 地方自治体 定住支援施策のカテゴリー区分 

平成28年5月27日 鳥取県IJUターンBIG相談会in東京が開催され

ます！（平成28年6月26日） 

鳥取県米子市 ２．移住・定住相談・イベント 

平成28年5月27日 特定公共賃貸住宅入居者を随時募集していま

す 

京都府南丹市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等） 

平成28年5月27日 雫石町内不動産情報について 岩手県雫石町 ４．物件情報（公的賃貸住宅等） 

平成28年5月27日 民間賃貸住宅借上制度（みなし応急仮設住

宅）による住宅提供について 

熊本県合志市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等） 

平成28年5月27日 賃貸物件一覧（空家バンク） 神奈川県松田町 ４．物件情報（公的賃貸住宅等） 

平成28年5月27日 物件No.14（汐入町3丁目）賃貸 神奈川県横須賀市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等） 

平成28年5月27日 物件No.10（西逸見町2丁目）賃貸 神奈川県横須賀市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等） 

平成28年5月27日 移住定住促進対策補助金制度のご案内（平成

２６年４月から） 

鹿児島県南九州市 ６．改修・リフォーム 

平成28年5月29日 宝塚市営住宅の募集 兵庫県宝塚市 ５．公営住宅の入居募集 

平成28年5月30日 Ｕ・Ｉターン者の空き家購入・リフォームを支援し

ます 

北海道美幌町 １．移住・定住支援（補助・助成等）、４．物件

情報（公的賃貸住宅等）、６．改修・リフォーム 

平成28年5月30日 「平成28年度 いわてで働こう！ ＵＩＪターン応

援面接会」 開催のお知らせ 

岩手県奥州市 ２．移住・定住相談・イベント 

平成28年5月30日 鳥取県IJUターンBIG相談会in大阪が開催され

ます！（平成28年7月30日） 

鳥取県米子市 ２．移住・定住相談・イベント 

平成28年5月30日 特定公共賃貸（特公賃）住宅入居者随時募集

｜くらし・手続き｜幕別町 

北海道幕別町 ４．物件情報（公的賃貸住宅等） 

平成28年5月30日 Ｕ・Ｉターン者の空き家購入・リフォームを支援し

ます 

福井県越前町 １．移住・定住支援（補助・助成等）、４．物件

情報（公的賃貸住宅等）、６．改修・リフォーム 

平成28年5月30日 町営中木住宅の入居者募集中!! 静岡県南伊豆町 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年5月30日 共同住宅（アパート）など、不動産賃貸業を営

んでいる方へ 

静岡県掛川市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等） 

平成28年5月30日 府営住宅の6月募集を実施します 大阪府 ５．公営住宅の入居募集 

平成28年5月30日 町営中木住宅の入居者募集中!! 静岡県南伊豆町 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年5月30日 公営住宅の募集 鳥取県日南町 ５．公営住宅の入居募集 

平成28年5月30日 Ｕ・Ｉターン者の空き家購入・リフォームを支援し

ます 

福井県越前町 １．移住・定住支援（補助・助成等）、４．物件

情報（公的賃貸住宅等）、６．改修・リフォーム 

平成28年5月31日 公営住宅(市営・県営住宅入居者の6月募集に

ついて更新しました。) 

宮城県多賀城市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年5月31日 市営住宅入居者募集のお知らせ 岐阜県岐阜市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年5月31日 町営住宅入居者を募集します 福岡県小竹町 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年5月31日 県営住宅の入居者募集 福岡県芦屋町 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年5月31日 市営住宅の入居者募集 静岡県島田市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年5月31日 子育て世代型住宅の入居者募集 静岡県島田市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等） 

平成28年5月31日 市営住宅の入居者を募集します 鳥取県境港市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年5月31日 公営住宅(市営・県営住宅入居者の6月募集に

ついて更新しました。) 

宮城県多賀城市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年5月31日 市営住宅入居者募集のお知らせ 岐阜県岐阜市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年5月31日 町営住宅入居者を募集します 福岡県小竹町 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年5月31日 県営住宅の入居者募集 福岡県芦屋町 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年5月31日 市営住宅の入居者募集 静岡県島田市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年5月31日 市営住宅の入居者を募集します 鳥取県境港市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年6月1日 復興ボランティア支援センターやまがた 「避難

者定住サポート窓口」開設しました。 

山形県 ２．移住・定住相談・イベント 

平成28年6月1日 避難者定住サポート窓口の開設について 山形県 ２．移住・定住相談・イベント 

平成28年6月1日 移住体験プログラム参加者大募集！！｜移住

情報｜北海道弟子屈町 

 

北海道弟子屈町 ３．移住体験 
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配信日 タイトル 地方自治体 定住支援施策のカテゴリー区分 

平成28年6月1日 ◆定住体験住宅ご利用いただきました皆様◆ 秋田県羽後町 ３．移住体験 

平成28年6月1日 ６月市営住宅入居者募集 兵庫県養父市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年6月1日 市営住宅入居者募集 北海道歌志内市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年6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 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年6月1日 定住促進楯岡北町団地入居者募集 村山市 山形県村山市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等） 

平成28年6月1日 北杜市営住宅 個別情報 子育て支援住宅 大

泉団地 

山梨県北杜市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等） 

平成28年6月1日 市営住宅入居者募集 広島県尾道市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年6月1日 市営住宅の入居者を募集します 愛媛県松山市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28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1日（水）～6月15日（水）まで】 

新潟県燕市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年6月1日 町営住宅の入居者募集 熊本県南関町 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年6月1日 定住促進住宅の入居者募集 熊本県南関町 ４．物件情報（公的賃貸住宅等） 

平成28年6月1日 町営住宅入居者募集のご案内 福井県南越前町 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年6月1日 町営住宅及びサンコーポ椎田入居者募集 福岡県築上町 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年6月1日 市営住宅（4月1日より市営住宅の入居者を募

集します） 

静岡県伊豆の国市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年6月1日 ６月市営住宅入居者募集 兵庫県養父市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年6月1日 市営住宅入居者募集 北海道歌志内市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年6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 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年6月1日 公営住宅の入居希望者募集 北海道知内町 ５．公営住宅の入居募集 

平成28年6月1日 市営住宅入居者募集 広島県尾道市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年6月1日 市営住宅の入居者を募集します 愛媛県松山市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年6月1日 平成28年度 第1回 市営住宅定期募集抽選

結果 

愛知県一宮市 ５．公営住宅の入居募集 

平成28年6月1日 平成28年度 市営住宅追加募集について 愛知県一宮市 ５．公営住宅の入居募集 

平成28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1日（水）～6月15日（水）まで】 

新潟県燕市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年6月1日 町営住宅の入居者募集 熊本県南関町 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年6月1日 町営住宅の募集について（６月） 石川県能登町 ５．公営住宅の入居募集 

平成28年6月1日 町営住宅入居者募集のご案内 福井県南越前町 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年6月1日 久留米市：市営住宅の随時募集を再開しました 福岡県久留米市 ５．公営住宅の入居募集 

平成28年6月1日 町営住宅及びサンコーポ椎田入居者募集 福岡県築上町 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年6月1日 市営住宅（4月1日より市営住宅の入居者を募

集します） 

静岡県伊豆の国市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年6月1日 県営住宅の募集について 鳥取県智頭町 ５．公営住宅の入居募集 

平成28年6月2日 定住促進住宅入居者募集 兵庫県佐用町 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、６．改修・リ

フォーム 

平成28年6月2日 [新着情報]空き家情報 深川一已地区賃貸住

宅物件番号310.311.312を掲載しました。 

北海道深川市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等） 

平成28年6月2日 市営住宅の新規入居者募集について 和歌山県新宮市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年6月2日 市営住宅・特定公共賃貸住宅 空家・入居待ち

状況 

山梨県都留市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年6月2日 市営住宅の新規入居者募集について 和歌山県新宮市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年6月2日 定住促進住宅入居者募集 兵庫県佐用町 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、６．改修・リ

フォーム 
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配信日 タイトル 地方自治体 定住支援施策のカテゴリー区分 

平成28年6月3日 【本気の移住相談会2016】 北海道遠別町 ２．移住・定住相談・イベント 

平成28年6月3日 移住者体験談を追加しました 佐賀県唐津市 ３．移住体験 

平成28年6月3日 町営住宅入居者募集情報更新 北海道黒松内町 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年6月3日 山形県川西町／【募集期間延長】勤労者向賃

貸共同住宅建設に係る補助金 

山形県川西町 ４．物件情報（公的賃貸住宅等） 

平成28年6月3日 平成28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 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年6月3日 久留米市：平成28年度第1回市営住宅入居者

募集抽選結果を発表します 

福岡県久留米市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年6月3日 町営住宅等入居募集状況について｜くらしの

情報｜北海道清里町 

北海道清里町 ５．公営住宅の入居募集 

平成28年6月3日 町営住宅入居者募集情報更新 北海道黒松内町 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年6月3日 平成28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 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年6月3日 久留米市：平成28年度第1回市営住宅入居者

募集抽選結果を発表します 

福岡県久留米市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年6月6日 函館市 移住・定住情報 北海道函館市 ２．移住・定住相談・イベント 

平成28年6月6日 第6回移住者トークセッションを開催します 奈良県 ２．移住・定住相談・イベント 

平成28年6月6日 [新着情報]空き家情報 深川一已地区賃貸住

宅物件番号35を掲載しました。 

北海道深川市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等） 

平成28年6月6日 成約物件一覧 山梨県都留市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等） 

平成28年6月6日 町有千代田住宅入居者募集(随時)を更新しま

した 

広島県北広島町 ４．物件情報（公的賃貸住宅等） 

平成28年6月7日 西播磨暮らしナイター相談会 in 大阪のご案内 兵庫県佐用町 ２．移住・定住相談・イベント 

平成28年6月7日 ☆九州沖縄合同移住相談会について☆ 大分県九重町 ２．移住・定住相談・イベント 

平成28年6月7日 平成28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 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年6月7日 公営住宅入居者の公募について 高知県本山町 ４．物件情報（公的賃貸住宅等） 

平成28年6月7日 平成28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 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年6月8日 移住・定住に関する相談窓口を設置しまし

た！！ 

福岡県大刀洗町 ２．移住・定住相談・イベント 

平成28年6月8日 市営住宅抽選結果（平成28年6月募集分） 鳥取県米子市 ５．公営住宅の入居募集 

平成28年6月9日 「鳥取市移住・交流情報ガーデン」を開設しまし

た！ 

鳥取県鳥取市 ２．移住・定住相談・イベント 

平成28年6月9日 町営住宅の入居者募集について 兵庫県新温泉町 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年6月9日 青葉団地市営住宅Ａ棟一般入居者公開抽選

会の結果について - 弘前市 

青森県弘前市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等） 

平成28年6月9日 町営住宅の入居者募集について 兵庫県新温泉町 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年6月9日 平成28年度 市営住宅常時募集（先着順）申

込状況 

愛知県一宮市 ５．公営住宅の入居募集 

平成28年6月10日 移住先に迷っているあなたへ！兵庫県、岡山

県の魅力を伝えます！ ～兵庫県・岡山県合

同移住相談会 開催～ 

岡山県 ２．移住・定住相談・イベント 

平成28年6月10日 佐世保市UJIターン相談窓口のご案内 長崎県佐世保市 ２．移住・定住相談・イベント 

平成28年6月10日 移住促進住宅体験とお試し暮らし住宅の違い 北海道知内町 ３．移住体験 

平成28年6月10日 町営住宅入居者募集 北海道佐呂間町 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年6月10日 町営住宅入居者募集 北海道倶知安町 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年6月10日 益城町応急仮設住宅（第１次募集）の入居者決

定について 

熊本県益城町 ４．物件情報（公的賃貸住宅等） 

平成28年6月10日 町営戸建住宅（角間団地入居者募集） 福井県池田町 ４．物件情報（公的賃貸住宅等） 

平成28年6月10日 市営住宅の入居者を募集します（随時） 福岡県朝倉市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年6月10日 復興公営住宅の入居者の募集について（６月

定期募集） 

 

福島県 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年6月10日 町営住宅入居者募集 北海道佐呂間町 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 
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配信日 タイトル 地方自治体 定住支援施策のカテゴリー区分 

平成28年6月10日 町営住宅入居者募集 北海道倶知安町 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年6月10日 今月の市営住宅の募集は終了しました。 福井県越前市 ５．公営住宅の入居募集 

平成28年6月10日 市営住宅の入居者を募集します（随時） 福岡県朝倉市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年6月10日 復興公営住宅の入居者の募集について（６月

定期募集） 

福島県 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年6月13日 住宅情報 北海道三笠市 １．移住・定住支援（補助・助成等）、４．物件

情報（公的賃貸住宅等） 

平成28年6月13日 町営住宅入居者募集のご案内 三重県南伊勢町 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年6月13日 特定公共賃貸住宅入居案内 山梨県都留市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等） 

平成28年6月13日 住宅情報 岩手県葛巻町 １．移住・定住支援（補助・助成等）、４．物件

情報（公的賃貸住宅等） 

平成28年6月13日 町営住宅入居者募集のご案内 三重県南伊勢町 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年6月13日 福島県からの自主避難者への新たな住宅支援 

都営住宅公募における専用枠の設定 

東京都 ５．公営住宅の入居募集 

平成28年6月14日 村営住宅「下神田団地（単身用）」入居者募集

開始について 

高知県北川村 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年6月14日 区営住宅・都営住宅の募集概要 東京都葛飾区 ５．公営住宅の入居募集 

平成28年6月14日 村営住宅「下神田団地（単身用）」入居者募集

開始について 

高知県北川村 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年6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 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年6月15日 市営住宅の入居者を募集（7月募集） 岐阜県恵那市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年6月15日 集合住宅「シャルマン神目」の入居者募集 岡山県久米南町 ４．物件情報（公的賃貸住宅等） 

平成28年6月15日 市営住宅管理・入居者募集 愛知県豊田市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年6月15日 特定公共賃貸住宅(中堅所得者向け)の入居者

を募集します 

福井県坂井市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等） 

平成28年6月15日 村営住宅等入居者募集 長野県筑北村 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年6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 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年6月15日 市営住宅の入居者を募集（7月募集） 岐阜県恵那市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年6月15日 市営住宅管理・入居者募集 愛知県豊田市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年6月15日 村営住宅等入居者募集 長野県筑北村 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年6月16日 住宅情報 新潟県阿賀野市 １．移住・定住支援（補助・助成等）、４．物件

情報（公的賃貸住宅等） 

平成28年6月16日 住宅情報 岩手県葛巻町 １．移住・定住支援（補助・助成等）、４．物件

情報（公的賃貸住宅等） 

平成28年6月17日 定住者ミニサロン開催支援のご案内 富山県 ２．移住・定住相談・イベント、３．移住体験 

平成28年6月17日 定住者ミニサロン開催支援のご案内 富山県 ２．移住・定住相談・イベント、３．移住体験 

平成28年6月17日 基山町営住宅入居者の資格（入居申込）要件

を変更します 

佐賀県基山町 ４．物件情報（公的賃貸住宅等） 

平成28年6月17日 県営住宅（市外）の入居者募集（平成２８年６

月） 

兵庫県篠山市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年6月17日 町営住宅の入居者募集について（6月15日登

録） 

北海道長沼町 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年6月17日 平成28年度新婚・子育て世帯向け住宅（大阪

府特定優良賃貸住宅）入居者募集開始！ 

大阪府 ４．物件情報（公的賃貸住宅等） 

平成28年6月17日 新潟県地域住宅計画 新潟県 ４．物件情報（公的賃貸住宅等） 

平成28年6月17日 県営住宅入居者募集について 沖縄県 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年6月17日 町営住宅（入居者募集中） 群馬県板倉町 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年6月17日 市営住宅入居者を募集します。市外の方も申し

込みできるようになりました。 

 

静岡県菊川市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 
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配信日 タイトル 地方自治体 定住支援施策のカテゴリー区分 

平成28年6月17日 県営住宅（市外）の入居者募集（平成２８年６

月） 

兵庫県篠山市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年6月17日 町営住宅の入居者募集について（6月15日登

録） 

北海道長沼町 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年6月17日 県営住宅入居者募集について 沖縄県 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年6月17日 町営住宅（入居者募集中） 群馬県板倉町 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年6月17日 市営住宅入居者を募集します。市外の方も申し

込みできるようになりました。 

静岡県菊川市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年6月20日 若い夫婦の移住・定住を応援します！ 岩手県葛巻町 １．移住・定住支援（補助・助成等）、４．物件

情報（公的賃貸住宅等） 

平成28年6月20日 若者世帯定住支援奨励金 新潟県上越市 １．移住・定住支援（補助・助成等） 

平成28年6月20日 小川町移住サポートセンターが開設されました 埼玉県小川町 ２．移住・定住相談・イベント 

平成28年6月20日 市営住宅（空家）入居者募集 - お知らせ 京都府福知山市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年6月20日 ファーストマイホーム支援制度（住宅購入支援）

について 

北海道北広島市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等） 

平成28年6月20日 助成対象者のみなさまへ 奈良県三郷町 ４．物件情報（公的賃貸住宅等） 

平成28年6月20日 県営住宅砥部団地4期新築住棟の新規入居者

募集について 

愛媛県 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年6月20日 村営住宅等入居者募集 長野県筑北村 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年6月20日 若い夫婦の移住・定住を応援します！ 長野県駒ヶ根市 １．移住・定住支援（補助・助成等）、４．物件

情報（公的賃貸住宅等） 

平成28年6月20日 市営住宅（空家）入居者募集 - お知らせ 京都府福知山市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年6月20日 県営住宅砥部団地4期新築住棟の新規入居者

募集について 

愛媛県 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年6月20日 村営住宅等入居者募集 長野県筑北村 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年6月21日 移住定住専用ホームページについて 新潟県魚沼市 ２．移住・定住相談・イベント 

平成28年6月22日 市営住宅における住宅変更の募集（平成28年7

月実施分）について（都市計画局） 

京都府京都市 ５．公営住宅の入居募集 

平成28年6月23日 市営住宅の入居者を募集します 岩手県奥州市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年6月23日 市営住宅の入居者を募集します 岩手県奥州市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年6月23日 平成28年度市営住宅空家待ち募集について 愛媛県四国中央市 ５．公営住宅の入居募集 

平成28年6月24日 県外からの移住者のかたの住宅取得を支援し

ます 

山形県酒田市 １．移住・定住支援（補助・助成等）、４．物件

情報（公的賃貸住宅等）、６．改修・リフォーム 

平成28年6月24日 移住定住者への支援策一覧を作成しました 山形県酒田市 １．移住・定住支援（補助・助成等） 

平成28年6月24日 町営美郷住宅入居者募集について 山形県大江町 ４．物件情報（公的賃貸住宅等） 

平成28年6月24日 津波被災住宅再建支援補助金について 茨城県日立市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等） 

平成28年6月24日 県外からの移住者のかたの住宅取得を支援し

ます 

鳥取県米子市 １．移住・定住支援（補助・助成等）、４．物件

情報（公的賃貸住宅等）、６．改修・リフォーム 

平成28年6月24日 復興公営住宅第５期募集について 福島県 ５．公営住宅の入居募集 

平成28年6月24日 県外からの移住者のかたの住宅取得を支援し

ます 

鳥取県米子市 １．移住・定住支援（補助・助成等）、４．物件

情報（公的賃貸住宅等）、６．改修・リフォーム 

平成28年6月27日 本気の移住相談会2016（東京）に出展してきま

した！｜カメラスケッチ｜北海道弟子屈町 

 

北海道弟子屈町 ２．移住・定住相談・イベント 

平成28年6月27日 移住体験ツアーを開催します！ - 地域振興

課 

宮崎県椎葉村 ２．移住・定住相談・イベント、３．移住体験 

平成28年6月27日 あさご暮らし体験住宅で移住体験してみません

か 

兵庫県朝来市 ３．移住体験 

平成28年6月27日 移住体験ツアーを開催します！ - 地域振興

課 

宮崎県椎葉村 ２．移住・定住相談・イベント、３．移住体験 

平成28年6月27日 町営住宅入居者募集について掲載しました。 北海道上富良野町 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年6月27日 市営住宅入居者募集一覧（平成28年7月分） 鳥取県米子市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年6月27日 町営住宅入居者募集について掲載しました。 北海道上富良野町 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 
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配信日 タイトル 地方自治体 定住支援施策のカテゴリー区分 

平成28年6月27日 市営住宅入居者募集一覧（平成28年7月分） 鳥取県米子市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年6月28日 [新着情報]市営住宅（若草団地）の入居者を募

集しています 

北海道名寄市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年6月28日 市営住宅入居者募集(8月募集) 北海道小樽市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年6月28日 徳之島町定住促進住宅の入居者を募集してい

ます 

鹿児島県徳之島町 ４．物件情報（公的賃貸住宅等） 

平成28年6月28日 [新着情報]市営住宅（若草団地）の入居者を募

集しています 

北海道名寄市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年6月28日 市営住宅入居者募集(8月募集) 北海道小樽市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年6月29日 あかびら住みかエール 北海道赤平市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等） 

平成28年6月29日 市営住宅募集結果のお知らせ 広島県尾道市 ５．公営住宅の入居募集 

平成28年6月30日 田舎の暮らし方ブログ開設！ 秋田県羽後町 ２．移住・定住相談・イベント 

平成28年6月30日 県営住宅の７月定期募集が始まります！！～

若い子育て世帯向けの優先入居を開始～～福

島県自主避難者向けの優先入居を実施（第２

弾）～ 

埼玉県 ３．移住体験、５．公営住宅の入居募集、 

平成28年6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 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年6月30日 県営・町営住宅入居者募集（H28年7月分） 大分県日出町 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年6月30日 県営災害公営住宅（陸前高田市栃ヶ沢団地）

入居者随時募集について 

岩手県 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年6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 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年6月30日 県営住宅の７月定期募集が始まります！！～

若い子育て世帯向けの優先入居を開始～～福

島県自主避難者向けの優先入居を実施（第２

弾）～ 

埼玉県 ３．移住体験、５．公営住宅の入居募集、 

平成28年6月30日 県営・町営住宅入居者募集（H28年7月分） 大分県日出町 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年6月30日 県営災害公営住宅（陸前高田市栃ヶ沢団地）

入居者随時募集について 

岩手県 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年6月30日 平成28年度宜野湾市営住宅空き家待ち募集

抽選結果について 

沖縄県宜野湾市 ５．公営住宅の入居募集 

平成28年6月30日 平成２８年５月県営住宅（定期募集）の公開抽

選結果について 

神奈川県 ５．公営住宅の入居募集 

平成28年7月1日 観音寺市移住情報サイトを開設しました 香川県観音寺市 ２．移住・定住相談・イベント 

平成28年7月1日 町営住宅等入居者の募集 兵庫県佐用町 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年7月1日 定住促進住宅入居者募集 兵庫県佐用町 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、６．改修・リ

フォーム 

平成28年7月1日 ７月市営住宅入居者募集 兵庫県養父市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年7月1日 町営住宅入居者募集 北海道七飯町 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年7月1日 公営住宅入居者定期募集｜くらし・手続き｜幕

別町 

北海道幕別町 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年7月1日 特定公共賃貸（特公賃）住宅入居者定期募集

｜くらし・手続き｜幕別町 

北海道幕別町 ４．物件情報（公的賃貸住宅等） 

平成28年7月1日 市営住宅入居者募集 北海道歌志内市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年7月1日 若年子育て世帯向け県営住宅の入居者募集

について 

埼玉県桶川市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年7月1日 市営住宅の入居者及び待機者を募集します（7

月1日） 

大分県日田市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年7月1日 ニューペアシステム（家賃補助付）住宅の入居

者募集について 

大阪府堺市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等） 

平成28年7月1日 ◇◆平成28年度 市営住宅入居者募集（第2

回）◆◇ 

 

山形県尾花沢市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年7月1日 【空き家バンク】登録物件を募集しています 徳島県三好市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等） 



23 

  

配信日 タイトル 地方自治体 定住支援施策のカテゴリー区分 

平成28年7月1日 市営住宅の空家入居者募集 愛知県津島市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年7月1日 入居者募集（特別市営住宅住吉第一団地） 群馬県前橋市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年7月1日 市営住宅の入居者を募集しています 静岡県湖西市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年7月1日 町営住宅等入居者の募集 兵庫県佐用町 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年7月1日 ７月市営住宅入居者募集 兵庫県養父市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年7月1日 町営住宅入居者募集 北海道七飯町 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年7月1日 公営住宅入居者定期募集｜くらし・手続き｜幕

別町 

北海道幕別町 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年7月1日 市営住宅入居者募集 北海道歌志内市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年7月1日 公営住宅の入居希望者募集 北海道知内町 ５．公営住宅の入居募集 

平成28年7月1日 若年子育て世帯向け県営住宅の入居者募集

について 

埼玉県桶川市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年7月1日 市営住宅の入居登録者を募集します 埼玉県狭山市 ５．公営住宅の入居募集 

平成28年7月1日 市営住宅の入居者及び待機者を募集します（7

月1日） 

大分県日田市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年7月1日 ◇◆平成28年度 市営住宅入居者募集（第2

回）◆◇ 

山形県尾花沢市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年7月1日 市営住宅の空家入居者募集 愛知県津島市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年7月1日 平成28年度 第2回大牟田市営住宅の募集に

ついて 

福岡県大牟田市 ５．公営住宅の入居募集 

平成28年7月1日 入居者募集（特別市営住宅住吉第一団地） 群馬県前橋市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年7月1日 市営住宅の入居者を募集しています 静岡県湖西市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年7月1日 定住促進住宅入居者募集 兵庫県佐用町 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、６．改修・リ

フォーム 

平成28年7月4日 東日本大震災により自主避難されている方々

の県内での避難継続・定住希望に対して総合

的な支援策を実施します 

鹿児島県十島村 １．移住・定住支援（補助・助成等） 

平成28年7月4日 平成28年7月都営住宅直接受付を募集します 東京都立川市 ５．公営住宅の入居募集 

平成28年7月5日 鹿児島市内の県営住宅入居者を随時募集して

います 

鹿児島県 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年7月5日 鹿児島市内の県営住宅入居者を随時募集して

います 

鹿児島県 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年7月6日 多世帯での同居・近居を支援します 熊本県山都町 １．移住・定住支援（補助・助成等）、４．物件

情報（公的賃貸住宅等）、６．改修・リフォーム 

平成28年7月6日 平成28年8月6日～7日「雫石の夏！まるごと体

験！夏の雫石移住体験・交流ツアー」の参加

者募集！ 

岩手県雫石町 ３．移住体験 

平成28年7月6日 多世帯での同居・近居を支援します 長野県須坂市 １．移住・定住支援（補助・助成等）、４．物件

情報（公的賃貸住宅等）、６．改修・リフォーム 

平成28年7月6日 多世帯での同居・近居を支援します 長野県須坂市 １．移住・定住支援（補助・助成等）、４．物件

情報（公的賃貸住宅等）、６．改修・リフォーム 

平成28年7月7日 定住促進子育て支援住宅入居者募集につい

て 

千葉県鴨川市 １．移住・定住支援（補助・助成等）、４．物件

情報（公的賃貸住宅等） 

平成28年7月7日 復興公営住宅の入居者の募集（７月定期募集）

のお知らせ 

福島県 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年7月7日 定住促進子育て支援住宅入居者募集につい

て 

鹿児島県いちき串

木野市 

１．移住・定住支援（補助・助成等）、４．物件

情報（公的賃貸住宅等） 

平成28年7月7日 復興公営住宅の入居者の募集（７月定期募集）

のお知らせ 

 

福島県 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年7月8日 市町の移住情報 静岡県島田市 １．移住・定住支援（補助・助成等） 

平成28年7月8日 移住者体験談を追加しました 佐賀県唐津市 ３．移住体験 

平成28年7月8日 町営住宅等の空き家情報 H28.7.8 島根県邑南町 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 
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配信日 タイトル 地方自治体 定住支援施策のカテゴリー区分 

平成28年7月8日 市営住宅入居者募集抽選結果について 広島県尾道市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年7月8日 町営住宅等の空き家情報 H28.7.8 島根県邑南町 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年7月8日 市営住宅入居者募集抽選結果について 広島県尾道市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年7月8日 市営住宅定期募集は終了いたしました 神奈川県藤沢市 ５．公営住宅の入居募集 

平成28年7月8日 市営住宅抽選結果（平成28年7月募集分） 鳥取県米子市 ５．公営住宅の入居募集 

平成28年7月9日 平成28年6月区民・特定住宅入居者公募抽選

結果 

東京都新宿区 ４．物件情報（公的賃貸住宅等） 

平成28年7月9日 平成28年5月区営住宅入居者公募抽選結果 東京都新宿区 ４．物件情報（公的賃貸住宅等） 

平成28年7月11日 移住への近道！ 希望者を現地にご案内！お

かやま移住候補地体感ツアー 開催 

岡山県 ２．移住・定住相談・イベント 

平成28年7月11日 移住者交流会「いい、暮らし。まつやま交流カ

フェ」(初開催)の参加者を募集します 

愛媛県松山市 ２．移住・定住相談・イベント 

平成28年7月11日 「日野郡ＩＪＵターン者とじげの者交流会」を開催

します 

鳥取県日野町 ２．移住・定住相談・イベント 

平成28年7月11日 移住希望者に対して、宇部市での生活体験の

機会を提供 ～「うべ暮らし体験ツアー」を実施

～ 

山口県宇部市 ３．移住体験 

平成28年7月11日 岩手県災害公営住宅（陸前高田市栃ヶ沢団

地）入居者募集について 

岩手県久慈市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年7月11日 岩手県災害公営住宅（陸前高田市栃ヶ沢団

地）入居者募集について 

岩手県久慈市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年7月11日 入居者退去済の県営住宅でアスベスト含有の

吹付材を除去します 

新潟県 ４．物件情報（公的賃貸住宅等） 

平成28年7月11日 岩手県災害公営住宅（陸前高田市栃ヶ沢団

地）入居者募集について 

岩手県久慈市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年7月11日 岩手県災害公営住宅（陸前高田市栃ヶ沢団

地）入居者募集について 

岩手県久慈市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年7月12日 U-35えひめ暮らし座談会の開催について 愛媛県 ２．移住・定住相談・イベント 

平成28年7月12日 町営住宅の入居者募集 佐賀県みやき町 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年7月12日 町営住宅の入居者募集について （随時募集） 兵庫県新温泉町 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年7月12日 県営住宅入居者募集（平成28年度第2回）につ

いて 

徳島県 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年7月12日 「町営住宅」入居者募集 静岡県川根本町 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年7月12日 特公賃住宅「桑野山団地」入居者募集 静岡県川根本町 ４．物件情報（公的賃貸住宅等） 

平成28年7月12日 「若者定住促進住宅」入居者募集 静岡県川根本町 ４．物件情報（公的賃貸住宅等） 

平成28年7月12日 町営住宅の入居者募集 佐賀県みやき町 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年7月12日 町営住宅の入居者募集について （随時募集） 兵庫県新温泉町 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年7月12日 県営住宅入居者募集（平成28年度第2回）につ

いて 

徳島県 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年7月12日 「町営住宅」入居者募集 静岡県川根本町 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年7月13日 清流の国ぎふ暮らし応援フェア 岐阜県 ２．移住・定住相談・イベント 

平成28年7月13日 【7月24日開催】しまねＵ・Ｉターン相談会in東京 島根県益田市 ２．移住・定住相談・イベント 

平成28年7月13日 『移住体験おためしツアー』参加者募集！ - 

まちづくり 

福島県南会津町 ３．移住体験 

平成28年7月13日 子育て世帯向け地域優良賃貸住宅の入居者

募集中（2016.7.13） 

 

広島県竹原市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等） 

平成28年7月13日 県営住宅（ポイント方式）の入居者募集 福岡県芦屋町 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年7月13日 市営住宅入居者募集を更新しました。 秋田県にかほ市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年7月13日 県営住宅（ポイント方式）の入居者募集 福岡県芦屋町 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年7月13日 市営住宅入居者募集を更新しました。 秋田県にかほ市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 
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配信日 タイトル 地方自治体 定住支援施策のカテゴリー区分 

平成28年7月14日 移住・定住 北海道への移住 美しき唄のまち

へ 

北海道美唄市 ２．移住・定住相談・イベント 

平成28年7月14日 「日野郡 I・J・Uターン者とじげの者交流会in日

野町」の開催について 

鳥取県日南町 ２．移住・定住相談・イベント 

平成28年7月14日 県営住宅（市外）の入居者募集（平成２８年７

月） 

兵庫県篠山市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年7月14日 公営住宅の入居者を募集しています 北海道小清水町 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年7月14日 特定公共賃貸住宅の入居者を募集しています 北海道小清水町 ４．物件情報（公的賃貸住宅等） 

平成28年7月14日 「子育て定住促進住宅」入居者募集について 大分県竹田市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等） 

平成28年7月14日 花巻市の市営住宅について 岩手県花巻市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年7月14日 被災者住宅再建支援制度利子補給補助金 青森県八戸市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等） 

平成28年7月14日 県営住宅（市外）の入居者募集（平成２８年７

月） 

兵庫県篠山市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年7月14日 公営住宅の入居者を募集しています 北海道小清水町 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年7月14日 町営住宅等入居募集について｜くらしの情報

｜北海道清里町 

北海道清里町 ５．公営住宅の入居募集 

平成28年7月14日 町営住宅等入居募集は終了いたしました｜くら

しの情報｜北海道清里町 

北海道清里町 ５．公営住宅の入居募集 

平成28年7月14日 花巻市の市営住宅について 岩手県花巻市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年7月15日 奥大和移住体験モニターツアー実施 奈良県 ３．移住体験 

平成28年7月15日 移住体験用住宅について 長野県飯綱町 ３．移住体験 

平成28年7月15日 町営住宅の入居者募集について(7月15日登

録) 

北海道長沼町 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年7月15日 家賃助成対象者のみなさまへ 奈良県三郷町 ４．物件情報（公的賃貸住宅等） 

平成28年7月15日 益城町応急仮設住宅（第2次募集）の入居者決

定について 

熊本県益城町 ４．物件情報（公的賃貸住宅等） 

平成28年7月15日 町営住宅の入居者募集について(7月15日登

録) 

北海道長沼町 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年7月19日 高齢者向け民間賃貸マンションの空家待ち登

録者の募集 

兵庫県神戸市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年7月19日 福島県自主避難者向 都営住宅入居者を募集 東京都 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年7月19日 市営住宅駐車場を入居者以外の方にもお貸し

します 

神奈川県横須賀市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等） 

平成28年7月19日 高齢者向け民間賃貸マンションの空家待ち登

録者の募集 

兵庫県神戸市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年7月19日 福島県自主避難者向 都営住宅入居者を募集 東京都 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年7月19日 村営住宅入居希望者募集について 沖縄県東村 ５．公営住宅の入居募集 

平成28年7月20日 最上町若者定住促進住宅取得支援補助金に

ついて 

山梨県北杜市 １．移住・定住支援（補助・助成等） 

平成28年7月20日 最上町若者定住促進住宅取得支援補助金に

ついて 

福岡県久留米市 １．移住・定住支援（補助・助成等） 

平成28年7月20日 【移住相談会情報】6月～9月 縁あっていとい

がわ暮らし 

新潟県糸魚川市 ２．移住・定住相談・イベント 

平成28年7月20日 森のようちえんを中心とした移住相談会開催!! 

 

鳥取県智頭町 ２．移住・定住相談・イベント 

平成28年7月20日 市有地の売払いについて（公募先着順） 北海道函館市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等） 

平成28年7月20日 民間賃貸住宅一覧｜くらし｜北海道喜茂別町 北海道喜茂別町 ４．物件情報（公的賃貸住宅等） 

平成28年7月20日 市営住宅入居者募集（期間7月20日から29日ま

で） 

長野県駒ヶ根市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年7月20日 市営住宅入居者募集（期間7月20日から29日ま

で） 

長野県駒ヶ根市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年7月21日 移住体験型住宅のご案内 奈良県五條市 ３．移住体験 

平成28年7月21日 市営住宅の入居者募集（平成２８年８月） 兵庫県篠山市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年7月21日 市営住宅の入居者募集（平成２８年８月） 兵庫県篠山市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年7月21日 市営住宅の入居者を募集します（随時募集） 岐阜県可児市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 
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配信日 タイトル 地方自治体 定住支援施策のカテゴリー区分 

平成28年7月21日 県営住宅について [建築住宅課 7月21日] 青森県 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年7月21日 市営住宅の入居者募集（平成２８年８月） 兵庫県篠山市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年7月21日 市営住宅の入居者募集（平成２８年８月） 兵庫県篠山市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年7月21日 市営住宅の入居者を募集します（随時募集） 岐阜県可児市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年7月21日 県営住宅について [建築住宅課 7月21日] 青森県 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年7月22日 あやべ定住サポート総合窓口を開設していま

す 

京都府綾部市 ２．移住・定住相談・イベント 

平成28年7月22日 清流の国ぎふ暮らし応援フェア開催 岐阜県 ２．移住・定住相談・イベント 

平成28年7月22日 【8月27日（東京）】愛あるえひめ暮らしフェアの

開催について 

愛媛県 ２．移住・定住相談・イベント 

平成28年7月22日 「ふるさと新潟応援寄付金」の返礼品を拡充し

ます 

新潟県 ３．移住体験 

平成28年7月22日 平成28年8月都営住宅 入居者の募集 東京都 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年7月22日 平成28年6月区民住宅（あき家）入居者募集抽

選結果 

東京都千代田区 ４．物件情報（公的賃貸住宅等） 

平成28年7月22日 東日本大震災により自主避難されている方々

への支援策（県営住宅の募集開始等）を８月１

日から実施します。 

新潟県 ５．公営住宅の入居募集 

平成28年7月22日 平成28年8月都営住宅 入居者の募集 東京都 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年7月25日 市営住宅（一般住宅）入居者を募集します 京都府京丹後市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年7月25日 市営住宅入居者募集 富山県南砺市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年7月25日 空き家バンク登録物件一覧表 山梨県甲斐市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等） 

平成28年7月25日 市営住宅入居者募集(随時分)について 広島県尾道市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年7月25日 県営住宅について [建築住宅課 7月25日] 青森県 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年7月25日 市営住宅入居者募集について 高知県土佐市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年7月25日 市営住宅入居者募集一覧（平成28年8月分） 鳥取県米子市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年7月25日 一般住宅（子育て世帯限定）の入居者を募集し

ます（8月5日まで） 

鹿児島県さつま町 ４．物件情報（公的賃貸住宅等） 

平成28年7月25日 市営住宅（一般住宅）入居者を募集します 京都府京丹後市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年7月25日 市営住宅入居者募集 富山県南砺市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年7月25日 市営住宅入居者募集(随時分)について 広島県尾道市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年7月25日 東日本大震災により自主避難されている方々

への支援策（県営住宅の募集開始等）を８月１

日から実施します。（県営住宅募集住戸一覧追

加・更新後） 

新潟県 ５．公営住宅の入居募集 

平成28年7月25日 ８月の市営住宅募集のご案内 福井県越前市 ５．公営住宅の入居募集 

平成28年7月25日 県営住宅について [建築住宅課 7月25日] 青森県 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年7月25日 市営住宅入居者募集について 高知県土佐市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年7月25日 市営住宅入居者募集一覧（平成28年8月分） 鳥取県米子市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年7月26日 [新着情報]空き家情報 深川一已地区賃貸住

宅物件番号36を掲載しました。 

北海道深川市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等） 

平成28年7月26日 雫石町内不動産情報について【H28.7.26更

新】 

岩手県雫石町 ４．物件情報（公的賃貸住宅等） 

平成28年7月26日 県営住宅について [建築住宅課 7月26日] 青森県 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 
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配信日 タイトル 地方自治体 定住支援施策のカテゴリー区分 

平成28年7月26日 県営住宅について [建築住宅課 7月26日] 青森県 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年7月27日 子育て支援・定住促進に新しい通学支援補助

制度 

岩手県一関市 １．移住・定住支援（補助・助成等） 

平成28年7月27日 県営住宅について [建築住宅課 7月27日] 青森県 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年7月27日 県営住宅の入居者を募集します（栄第1団地 

15号） 

鳥取県北栄町 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年7月27日 津山市市営住宅等の指定管理者募集につい

て 

岡山県津山市 ５．公営住宅の入居募集 

平成28年7月27日 松山市営住宅の指定管理者を募集します 愛媛県松山市 ５．公営住宅の入居募集 

平成28年7月27日 復興公営住宅第５期募集の応募状況について 福島県 ５．公営住宅の入居募集 

平成28年7月27日 県営住宅について [建築住宅課 7月27日] 青森県 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年7月27日 県営住宅の入居者を募集します（栄第1団地 

15号） 

鳥取県北栄町 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年7月28日 親元同居近居支援補助金制度のご案内 山口県周南市 １．移住・定住支援（補助・助成等）、４．物件

情報（公的賃貸住宅等） 

平成28年7月28日 【お知らせ】大仙市移住・定住市民フォーラムを

開催します！！ 

秋田県大仙市 ２．移住・定住相談・イベント 

平成28年7月28日 「豊丘村ワーキングホリデー」を開催します。｜

新着情報｜豊丘村 

長野県豊丘村 ２．移住・定住相談・イベント 

平成28年7月28日 「南伊勢町で田舎満喫体験」について 三重県南伊勢町 ３．移住体験 

平成28年7月28日 ９月24日～25日に移住お試しツアーを実施しま

す！ 

青森県十和田市 ３．移住体験 

平成28年7月28日 町営住宅の入居者募集について 京都府伊根町 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年7月28日 親元同居近居支援補助金制度のご案内 千葉県白井市 １．移住・定住支援（補助・助成等）、４．物件

情報（公的賃貸住宅等） 

平成28年7月28日 町営住宅の入居者募集について 京都府伊根町 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年7月28日 府営住宅の８月募集を実施します 大阪府 ５．公営住宅の入居募集 

平成28年7月29日 子育て世帯応援補助金（定住促進重点地区） 鹿児島県徳之島町 １．移住・定住支援（補助・助成等）、６．改

修・リフォーム 

平成28年7月29日 村営住宅一般入居者募集（平成28年8月募集） 福島県湯川村 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年7月29日 村営住宅一般入居者募集（平成28年8月募集） 福島県湯川村 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年7月29日 子育て世帯応援補助金（定住促進重点地区） 兵庫県篠山市 １．移住・定住支援（補助・助成等）、６．改

修・リフォーム 

平成28年7月31日 市営住宅の入居者を募集します 鳥取県境港市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年7月31日 市営住宅の入居者を募集します 鳥取県境港市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年8月1日 移住･交流情報のポータルサイトを開設してい

ます。 

大分県 ２．移住・定住相談・イベント 

平成28年8月1日 県外で移住相談会を開催します。 大分県 ２．移住・定住相談・イベント 

平成28年8月1日 みやぎ移住フェアに参加しました 宮城県白石市 ２．移住・定住相談・イベント 

平成28年8月1日 移住の拠点！希望者に空き家をご案内！～兵

庫県・岡山県合同空き家見学バスツアー開催

～ 

岡山県 ２．移住・定住相談・イベント 

平成28年8月1日 大阪で「おいでや！いなか暮らしフェア」開催 

8月6日 

長崎県 ２．移住・定住相談・イベント 

平成28年8月1日 「全国移住ナビ」で飯山市が現在10位！！ 長野県飯山市 ２．移住・定住相談・イベント 

平成28年8月1日 移住体験住宅 北海道礼文町 ３．移住体験 

平成28年8月1日 ８月市営住宅入居者募集 兵庫県養父市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年8月1日 市営住宅入居者募集 北海道歌志内市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年8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 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年8月1日 県営住宅入居者募集一覧8月募集 和歌山県 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年8月1日 空き家をお探しの方-北杜市 山梨県北杜市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等） 
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配信日 タイトル 地方自治体 定住支援施策のカテゴリー区分 

平成28年8月1日 市営住宅・特定公共賃貸住宅 空家・入居待ち

状況 

山梨県都留市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年8月1日 平成28年度第2回市営住宅入居者一般募集 愛知県名古屋市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28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（月）～8月15日（月）まで】 

新潟県燕市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年8月1日 住居をお探しの方へ 市営住宅の入居者募集 長崎県五島市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年8月1日 県営住宅について [建築住宅課 8月1日] 青森県 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年8月1日 県営住宅の入居者募集 高知県 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年8月1日 県営住宅の入居者募集 高知県 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年8月1日 東串良町公営（町営）住宅空き情報 鹿児島県東串良町 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年8月1日 ８月市営住宅入居者募集 兵庫県養父市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年8月1日 市営住宅入居者募集 北海道歌志内市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年8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 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年8月1日 公営住宅の入居希望者募集 北海道知内町 ５．公営住宅の入居募集 

平成28年8月1日 県営住宅入居者募集一覧8月募集 和歌山県 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年8月1日 市営住宅・特定公共賃貸住宅 空家・入居待ち

状況 

山梨県都留市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年8月1日 平成28年度第2回市営住宅入居者一般募集 愛知県名古屋市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28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（月）～8月15日（月）まで】 

新潟県燕市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年8月1日 町営住宅の募集について（８月） 石川県能登町 ５．公営住宅の入居募集 

平成28年8月1日 住居をお探しの方へ 市営住宅の入居者募集 長崎県五島市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年8月1日 県営住宅について [建築住宅課 8月1日] 青森県 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年8月1日 県営住宅の入居者募集 高知県 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年8月1日 県営住宅の入居者募集 高知県 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年8月1日 東串良町公営（町営）住宅空き情報 鹿児島県東串良町 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年8月2日 県中部空き家めぐり＆移住体験ツアーは終了

しました 

宮崎県高千穂町 １．移住・定住支援（補助・助成等）、３．移住

体験 

平成28年8月2日 ◆定住体験住宅ご利用いただきました皆様◆ 秋田県羽後町 ３．移住体験 

平成28年8月2日 県中部空き家めぐり＆移住体験ツアーは終了

しました 

静岡県島田市 １．移住・定住支援（補助・助成等）、３．移住

体験 

平成28年8月2日 町営住宅等の空き家情報 H28.8.2 島根県邑南町 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年8月2日 町営住宅等の空き家情報 H28.8.2 島根県邑南町 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年8月3日 移住体験バスツアーを開催します！ 兵庫県養父市 ２．移住・定住相談・イベント、３．移住体験 

平成28年8月3日 第7回移住者トークセッションを開催します 奈良県 ２．移住・定住相談・イベント 

平成28年8月3日 8/7(日)諏訪地域移住下見バスハイク＆交流会 長野県諏訪市 ２．移住・定住相談・イベント 

平成28年8月3日 【6/1（水）正式OPEN】諏訪圏移住相談センタ

ー開設 

長野県諏訪市 ２．移住・定住相談・イベント 

平成28年8月3日 移住体験バスツアーを開催します！ 兵庫県養父市 ２．移住・定住相談・イベント、３．移住体験 

平成28年8月3日 平成28年9月3日～4日「秋の雫石移住体験・交

流ツアー」の参加者募集！ 

岩手県雫石町 ３．移住体験 

平成28年8月3日 定住促進住宅入居者募集 兵庫県佐用町 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、６．改修・リ

フォーム 

平成28年8月3日 市営住宅入居者募集にかかる抽選結果のお知

らせ 

 

大阪府箕面市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 
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配信日 タイトル 地方自治体 定住支援施策のカテゴリー区分 

平成28年8月3日 市営住宅入居者募集にかかる抽選結果のお知

らせ 

大阪府箕面市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年8月3日 定住促進住宅入居者募集 兵庫県佐用町 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、６．改修・リ

フォーム 

平成28年8月4日 移住支援 福島県南会津町 １．移住・定住支援（補助・助成等） 

平成28年8月4日 定住者への空き家活用を支援 三重県名張市 １．移住・定住支援（補助・助成等） 

平成28年8月4日 [新着情報]空き家情報 深川一已地区賃貸住

宅物件番号37を掲載しました。 

北海道深川市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等） 

平成28年8月4日 災害公営住宅（町営住宅「東町団地」）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 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年8月4日 村営住宅等入居者募集 長野県筑北村 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年8月4日 災害公営住宅（町営住宅「東町団地」）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 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年8月4日 村営住宅等入居者募集 長野県筑北村 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年8月5日 DIY市営住宅の入居者を募集します。 福岡県大牟田市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年8月5日 今月の市営住宅の募集は終了しました。 福井県越前市 ５．公営住宅の入居募集 

平成28年8月5日 DIY市営住宅の入居者を募集します。 福岡県大牟田市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年8月8日 ちょっと暮らし住宅「移住体験住宅」｜移住・定

住相談窓口｜北海道十勝郡浦幌町 

北海道浦幌町 ２．移住・定住相談・イベント、３．移住体験 

平成28年8月8日 「全国移住ナビ」で飯山市が全国トップ5にラン

クイン！！ 

長野県飯山市 ２．移住・定住相談・イベント 

平成28年8月8日 ちょっと暮らし住宅「移住体験住宅」｜移住・定

住相談窓口｜北海道十勝郡浦幌町 

北海道浦幌町 ２．移住・定住相談・イベント、３．移住体験 

平成28年8月8日 市営住宅抽選結果（平成28年8月募集分） 鳥取県米子市 ５．公営住宅の入居募集 

平成28年8月9日 住宅情報 新潟県新潟市 １．移住・定住支援（補助・助成等）、４．物件

情報（公的賃貸住宅等） 

平成28年8月9日 いわて雫石に移住・定住するための応援ポータ

ルサイトを開設！ 

岩手県雫石町 ２．移住・定住相談・イベント、３．移住体験 

平成28年8月9日 いわて雫石に移住・定住するための応援ポータ

ルサイトを開設！ 

岩手県雫石町 ２．移住・定住相談・イベント、３．移住体験 

平成28年8月9日 「お試し住宅」でおおい町での日常生活を体験

してみませんか 

福井県おおい町 ３．移住体験 

平成28年8月9日 住宅情報 岩手県葛巻町 １．移住・定住支援（補助・助成等）、４．物件

情報（公的賃貸住宅等） 

平成28年8月9日 町営住宅等の空き家情報 H28.8.9 島根県邑南町 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年8月9日 町営住宅等の空き家情報 H28.8.9 島根県邑南町 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年8月10日 平成27年8月体験 茨城県在住 N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 ２．移住・定住相談・イベント、３．移住体験 

平成28年8月10日 【8月27日（東京）・就業相談も可能！】愛あるえ

ひめ暮らしフェアの開催について 

愛媛県 ２．移住・定住相談・イベント 

平成28年8月10日 平成27年8月体験 茨城県在住 N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 ２．移住・定住相談・イベント、３．移住体験 

平成28年8月10日 花巻市の市営住宅について 岩手県花巻市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年8月10日 市営住宅入居者募集を更新しました。 秋田県にかほ市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年8月10日 県営住宅について [建築住宅課 8月10日] 青森県 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年8月10日 花巻市の市営住宅について 岩手県花巻市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年8月10日 市営住宅定期募集抽選結果 神奈川県藤沢市 ５．公営住宅の入居募集 

平成28年8月10日 復興公営住宅第５期募集の応募状況について

（２回目） 

 

福島県 ５．公営住宅の入居募集 

平成28年8月10日 市営住宅入居者募集を更新しました。 秋田県にかほ市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年8月10日 県営住宅について [建築住宅課 8月10日] 青森県 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 
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配信日 タイトル 地方自治体 定住支援施策のカテゴリー区分 

平成28年8月12日 3市（菊川市,掛川市,御前崎市）移住体験ツア

ーの参加者を募集します 

静岡県菊川市 ３．移住体験 

平成28年8月12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（平成28年8月募集） 

山口県周防大島町 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年8月12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（平成28年8月募集） 

山口県周防大島町 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年8月12日 奥州市市営住宅指定管理者の募集について 岩手県奥州市 ５．公営住宅の入居募集 

平成28年8月15日 平成28年6月体験 宮城県在住 N様｜移住・

定住相談窓口｜北海道十勝郡浦幌町 

北海道浦幌町 ２．移住・定住相談・イベント、３．移住体験 

平成28年8月15日 平成28年7月体験 埼玉県在住 U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 ２．移住・定住相談・イベント、３．移住体験 

平成28年8月15日 平成28年7月体験 東京都在住 M様家族｜

移住・定住相談窓口｜北海道十勝郡浦幌町 

北海道浦幌町 ２．移住・定住相談・イベント、３．移住体験 

平成28年8月15日 平成28年3月体験 道内在住 A様｜移住・定

住相談窓口｜北海道十勝郡浦幌町 

北海道浦幌町 ２．移住・定住相談・イベント、３．移住体験 

平成28年8月15日 平成27年9月体験 栃木県在住 K様｜移住・

定住相談窓口｜北海道十勝郡浦幌町 

北海道浦幌町 ２．移住・定住相談・イベント、３．移住体験 

平成28年8月15日 平成28年4月体験 道内在住 K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 ２．移住・定住相談・イベント、３．移住体験 

平成28年8月15日 平成28年4月体験 静岡県在住 M様家族｜

移住・定住相談窓口｜北海道十勝郡浦幌町 

北海道浦幌町 ２．移住・定住相談・イベント、３．移住体験 

平成28年8月15日 平成28年5月体験 東京都在住 I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 ２．移住・定住相談・イベント、３．移住体験 

平成28年8月15日 平成28年6月体験 山口県在住 S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 ２．移住・定住相談・イベント、３．移住体験 

平成28年8月15日 3県合同移住相談会の開催 静岡県島田市 ２．移住・定住相談・イベント 

平成28年8月15日 平成28年6月体験 宮城県在住 N様｜移住・

定住相談窓口｜北海道十勝郡浦幌町 

北海道浦幌町 ２．移住・定住相談・イベント、３．移住体験 

平成28年8月15日 平成28年7月体験 埼玉県在住 U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 ２．移住・定住相談・イベント、３．移住体験 

平成28年8月15日 平成28年7月体験 東京都在住 M様家族｜

移住・定住相談窓口｜北海道十勝郡浦幌町 

北海道浦幌町 ２．移住・定住相談・イベント、３．移住体験 

平成28年8月15日 平成28年3月体験 道内在住 A様｜移住・定

住相談窓口｜北海道十勝郡浦幌町 

北海道浦幌町 ２．移住・定住相談・イベント、３．移住体験 

平成28年8月15日 平成27年9月体験 栃木県在住 K様｜移住・

定住相談窓口｜北海道十勝郡浦幌町 

北海道浦幌町 ２．移住・定住相談・イベント、３．移住体験 

平成28年8月15日 平成28年4月体験 道内在住 K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 ２．移住・定住相談・イベント、３．移住体験 

平成28年8月15日 平成28年4月体験 静岡県在住 M様家族｜

移住・定住相談窓口｜北海道十勝郡浦幌町 

北海道浦幌町 ２．移住・定住相談・イベント、３．移住体験 

平成28年8月15日 平成28年5月体験 東京都在住 I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 ２．移住・定住相談・イベント、３．移住体験 

平成28年8月15日 平成28年6月体験 山口県在住 S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 ２．移住・定住相談・イベント、３．移住体験 

平成28年8月15日 市営住宅の入居者を募集します（通常募集） 岐阜県可児市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年8月15日 平成28年度第2回青森市営住宅入居者選考委

員会の会議概要 

青森県青森市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等） 

平成28年8月15日 市営住宅の入居者を募集します（通常募集） 岐阜県可児市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年8月15日 福島県復興公営住宅第5期募集の申し込み受

付中です 

福島県大熊町 ５．公営住宅の入居募集 

平成28年8月16日 【別府市移住支援】別府に移住された方の体験

談を追加しました 

北海道赤平市 １．移住・定住支援（補助・助成等）、３．移住

体験 

平成28年8月16日 空き家バンク登録物件について（7） - 那須町

公式ホームページ 

栃木県那須町 ２．移住・定住相談・イベント 

平成28年8月16日 【田舎暮らし体験施設】利用者募集！ 千葉県勝浦市 ３．移住体験 

平成28年8月16日 【別府市移住支援】別府に移住された方の体験

談を追加しました 

大分県別府市 １．移住・定住支援（補助・助成等）、３．移住

体験 

平成28年8月16日 平成28年度第1次（平成28年7月）市営住宅入

居者募集に当選された方へ 

 

大阪府大阪市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年8月16日 空き家バンク登録物件一覧表 山梨県甲斐市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等） 

平成28年8月16日 「空き家バンク」がスタートしました 岩手県洋野町 ４．物件情報（公的賃貸住宅等） 
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配信日 タイトル 地方自治体 定住支援施策のカテゴリー区分 

平成28年8月16日 久留米市：市営住宅の入居者随時募集につい

て 

福岡県久留米市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年8月16日 平成28年度第1次（平成28年7月）市営住宅入

居者募集に当選された方へ 

大阪府大阪市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年8月16日 久留米市：市営住宅の入居者随時募集につい

て 

福岡県久留米市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年8月16日 県内市町と連携して、移住者へ住宅改修等の

費用を補助します！ 

愛媛県 ６．改修・リフォーム 

平成28年8月17日 兵庫県市町合同移住相談会in東京 ～但馬・

丹波編～ 

兵庫県新温泉町 ２．移住・定住相談・イベント 

平成28年8月17日 「民間賃貸住宅等家賃への支援制度」につい

て 

福島県 ４．物件情報（公的賃貸住宅等） 

平成28年8月17日 市営住宅入居者を募集します。市外の方も申し

込みできます。 

静岡県菊川市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年8月17日 大阪市営住宅(公営住宅・改良住宅)の随時募

集 

大阪府大阪市 ５．公営住宅の入居募集 

平成28年8月17日 市営住宅入居者を募集します。市外の方も申し

込みできます。 

静岡県菊川市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年8月18日 先輩移住者と直接話そう！！～おかやま移住

座談会 開催～ 

岡山県 ２．移住・定住相談・イベント 

平成28年8月19日 ９/１７（土）～１９（月・祝）「親子で体験 なんと移

住体験ツアー」を開催！ 

富山県南砺市 ２．移住・定住相談・イベント、３．移住体験 

平成28年8月19日 ９/１７（土）～１９（月・祝）「親子で体験 なんと移

住体験ツアー」を開催！ 

富山県南砺市 ２．移住・定住相談・イベント、３．移住体験 

平成28年8月19日 お試し居住利用者募集！ 岩手県雫石町 ３．移住体験 

平成28年8月19日 県営住宅（市外）の入居者募集（平成２８年８

月） 

兵庫県篠山市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年8月19日 市営住宅入居者募集抽選結果（一般募集分） 北海道小樽市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年8月19日 町営住宅の入居者募集について（8月18日登

録） 

北海道長沼町 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年8月19日 空き家情報 岩手県住田町 ２．移住・定住相談・イベント、４．物件情報

（公的賃貸住宅等） 

平成28年8月19日 県営住宅（市外）の入居者募集（平成２８年８

月） 

兵庫県篠山市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年8月19日 市営住宅入居者募集抽選結果（一般募集分） 北海道小樽市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年8月19日 町営住宅の入居者募集について（8月18日登

録） 

北海道長沼町 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年8月19日 津山市市営住宅等指定管理者募集に係る質

問に対する回答について 

 

岡山県津山市 ５．公営住宅の入居募集 

平成28年8月19日 移住・定住情報 鹿児島県東串良町 ５．公営住宅の入居募集、６．改修・リフォー

ム 

平成28年8月19日 移住者住宅改修補助金制度について 鹿児島県東串良町 ６．改修・リフォーム 

平成28年8月19日 移住・定住情報 鹿児島県東串良町 ５．公営住宅の入居募集、６．改修・リフォー

ム 

平成28年8月22日 定住フェアの情報を更新しました！ 広島県北広島町 ２．移住・定住相談・イベント 

平成28年8月22日 空き家バンク制度 石川県宝達志水町 ４．物件情報（公的賃貸住宅等） 

平成28年8月22日 空き家改修費等助成金制度 石川県宝達志水町 ４．物件情報（公的賃貸住宅等） 

平成28年8月22日 市営住宅入居者募集（期間8月22日から31日ま

で） 

長野県駒ヶ根市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年8月22日 市営住宅入居者募集（期間8月22日から31日ま

で） 

長野県駒ヶ根市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年8月22日 移住・定住情報 鹿児島県東串良町 ５．公営住宅の入居募集、６．改修・リフォー

ム 

平成28年8月22日 移住・定住情報 鹿児島県東串良町 ５．公営住宅の入居募集、６．改修・リフォー

ム 

平成28年8月23日 移住相談会のお知らせ（橋本市へ移住をお考

えの方） 

和歌山県橋本市 ２．移住・定住相談・イベント 

平成28年8月23日 「にいがたライフスタイルカフェ2016 VOL.３ －

"移住だけじゃない"地方との関わり方－」を開

催します（９月28日 東京・有楽町） 

 

新潟県 ２．移住・定住相談・イベント 
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配信日 タイトル 地方自治体 定住支援施策のカテゴリー区分 

平成28年8月23日 「にいがたライフスタイルカフェ2016 VOL.３ －

移住だけじゃない地方との関わり方－」を開催

します（９月28日 東京・有楽町） 

新潟県 ２．移住・定住相談・イベント 

平成28年8月23日 住宅の概要- 天童市 山形県天童市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等） 

平成28年8月23日 空き家情報 売-1 新潟県魚沼市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等） 

平成28年8月23日 空き家情報 売-1 新潟県魚沼市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等） 

平成28年8月24日 日野町移住支援パンフレットができました！ 北海道美幌町 １．移住・定住支援（補助・助成等） 

平成28年8月24日 今年度最大規模の相談会！！9月11日「くまも

と移住フェア」を開催します！ 

熊本県 ２．移住・定住相談・イベント 

平成28年8月24日 美幌町移住・定住ポータルサイト 北海道美幌町 １．移住・定住支援（補助・助成等）、３．移住

体験、６．改修・リフォーム 

平成28年8月24日 田舎体験＆移住体験プラン1泊2日「ゆるっと糸

魚川暮らし」 

新潟県糸魚川市 ３．移住体験 

平成28年8月24日 県営住宅入居者募集（平成28年度第2回）の抽

選結果について 

徳島県 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年8月24日 市民住宅（中堅所得者向け）の入居者を募集し

ています 

東京都府中市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等） 

平成28年8月24日 村営住宅等入居者募集 長野県筑北村 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年8月24日 県営住宅入居者募集（平成28年度第2回）の抽

選結果について 

徳島県 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年8月24日 村営住宅等入居者募集 長野県筑北村 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年8月25日 町営住宅入居者の募集について｜お知らせ｜

北海道十勝郡浦幌町 

北海道浦幌町 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年8月25日 忍野村定住化促進新築等補助金について 山梨県忍野村 ４．物件情報（公的賃貸住宅等） 

平成28年8月25日 市営住宅の入居者を募集します 岩手県奥州市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年8月25日 空き家情報 売-2 新潟県魚沼市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等） 

平成28年8月25日 市営住宅入居者募集のお知らせ 平成２８年９

月募集 

高知県南国市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年8月25日 市営住宅入居者募集一覧（平成28年9月分） 鳥取県米子市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年8月25日 町営住宅入居者の募集について｜お知らせ｜

北海道十勝郡浦幌町 

北海道浦幌町 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年8月25日 市営住宅の入居者を募集します 岩手県奥州市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年8月25日 平成28年度 第2回 市営住宅定期募集受付 愛知県一宮市 ５．公営住宅の入居募集 

平成28年8月25日 ９月の市営住宅募集のご案内 福井県越前市 ５．公営住宅の入居募集 

平成28年8月25日 市営住宅入居者募集のお知らせ 平成２８年９

月募集 

高知県南国市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年8月25日 市営住宅入居者募集一覧（平成28年9月分） 鳥取県米子市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年8月26日 平成28年8月体験 神奈川県在住 O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 ２．移住・定住相談・イベント、３．移住体験 

平成28年8月26日 平成28年8月体験 神奈川県在住 O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 ２．移住・定住相談・イベント、３．移住体験 

平成28年8月26日 茨城県内に避難されている方への住宅相談会

のお知らせ 

福島県大熊町 ４．物件情報（公的賃貸住宅等） 

平成28年8月29日 平成28年度 空き家バンク補助金のお知らせ 福島県南会津町 １．移住・定住支援（補助・助成等） 

平成28年8月29日 津和野町はITエンジニアのための移住体験ツ

アーを実施しています 

島根県津和野町 ３．移住体験 

平成28年8月29日 平成28年9月区営住宅（新築）入居者募集につ

いて 

東京都千代田区 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年8月29日 平成28年9月区営住宅（新築）入居者募集につ

いて 

東京都千代田区 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年8月30日 移住者×体験移住者交流「ちょっと交流会」を

開催しました！ 

北海道新ひだか町 ２．移住・定住相談・イベント、３．移住体験 

平成28年8月30日 移住者×体験移住者交流「ちょっと交流会」を

開催しました！ 

北海道新ひだか町 ２．移住・定住相談・イベント、３．移住体験 

平成28年8月30日 ちょっと暮らし住宅で 滝上を短期移住体験し

ませんか？ 

 

北海道滝上町 ３．移住体験 

平成28年8月30日 甲賀市空き家バンク 賃貸物件 滋賀県甲賀市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等） 
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配信日 タイトル 地方自治体 定住支援施策のカテゴリー区分 

平成28年8月30日 市営住宅の入居者を募集します 茨城県取手市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年8月30日 宝塚市営住宅の募集（春募集は終了しました。

次回は秋募集です。） 

兵庫県宝塚市 ５．公営住宅の入居募集 

平成28年8月30日 市営住宅の入居者を募集します 茨城県取手市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年8月31日 朝日U・Iターン相談会 in 大阪 に出展しま

す。 

広島県 ２．移住・定住相談・イベント 

平成28年8月31日 朝日U・Iターン相談会 in 大阪 広島県 ２．移住・定住相談・イベント 

平成28年8月31日 平成28年度特定公共賃貸住宅入居者募集(９

月募集） 

岡山県津山市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等） 

平成28年8月31日 復興公営住宅の入居者の募集（９月定期募集）

のお知らせ 

福島県 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年8月31日 市営住宅入居者募集(９月募集) 高知県香南市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年8月31日 市営住宅の入居者を募集します 鳥取県境港市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年8月31日 復興公営住宅の入居者の募集（９月定期募集）

のお知らせ 

福島県 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年8月31日 市営住宅入居者募集(９月募集) 高知県香南市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年8月31日 市営住宅の入居者を募集します 鳥取県境港市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年8月31日 移住・定住情報 鹿児島県東串良町 ５．公営住宅の入居募集、６．改修・リフォー

ム 

平成28年8月31日 移住・定住情報 鹿児島県東串良町 ５．公営住宅の入居募集、６．改修・リフォー

ム 

平成28年9月1日 【三笠市移住定住情報】婚活支援イベント参加

者募集開始！ 

千葉県鴨川市 １．移住・定住支援（補助・助成等） 

平成28年9月1日 出雲大好きＩターン女性支援助成金：追加募集

のお知らせ 

大阪府柏原市 １．移住・定住支援（補助・助成等） 

平成28年9月1日 海陽町空き家改修支援補助金 秋田県にかほ市 １．移住・定住支援（補助・助成等）、４．物件

情報（公的賃貸住宅等）、６．改修・リフォーム 

平成28年9月1日 海陽町空き家改修支援補助金 秋田県大仙市 １．移住・定住支援（補助・助成等）、４．物件

情報（公的賃貸住宅等）、６．改修・リフォーム 

平成28年9月1日 海陽町空き家改修支援補助金 秋田県大仙市 １．移住・定住支援（補助・助成等）、４．物件

情報（公的賃貸住宅等）、６．改修・リフォーム 

平成28年9月1日 定住促進住宅入居者募集 兵庫県佐用町 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、６．改修・リ

フォーム 

平成28年9月1日 市営住宅の入居者募集 兵庫県明石市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年9月1日 市営住宅入居者募集 北海道歌志内市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年9月1日 市営住宅の入居者を募集します。 千葉県我孫子市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年9月1日 県営・町営住宅入居者募集（H28年9月分） 大分県日出町 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年9月1日 市営住宅の入居者を募集しています（9月1日

から9月14日まで） 

大阪府豊中市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年9月1日 公営住宅(市営・県営住宅入居者の9月募集）を

更新しました 

宮城県多賀城市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年9月1日 現在の空き室状況 宮崎県えびの市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年9月1日 特定公共賃貸住宅みなみ団地入居者募集 山形県大江町 ４．物件情報（公的賃貸住宅等） 

平成28年9月1日 市営住宅・特定公共賃貸住宅 空家・入居待ち

状況 

山梨県都留市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年9月1日 市営住宅の入居者を募集（随時） 岐阜県恵那市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年9月1日 海陽町空き家改修支援補助金 徳島県海陽町 １．移住・定住支援（補助・助成等）、４．物件

情報（公的賃貸住宅等）、６．改修・リフォーム 

平成28年9月1日 海陽町空き家改修支援補助金 徳島県海陽町 １．移住・定住支援（補助・助成等）、４．物件

情報（公的賃貸住宅等）、６．改修・リフォーム 

平成28年9月1日 海陽町空き家改修支援補助金 徳島県海陽町 １．移住・定住支援（補助・助成等）、４．物件

情報（公的賃貸住宅等）、６．改修・リフォーム 
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平成28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1日（木）～9月15日（木）】 

新潟県燕市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年9月1日 賃貸住宅について、電話で相談したいのです

が、相談先はありますか。 

東京都武蔵野市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等） 

平成28年9月1日 町営住宅の補充入居者を募集します 熊本県氷川町 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年9月1日 町営住宅入居者募集（井樋内団地） 熊本県長洲町 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年9月1日 久留米市：市営住宅の入居者募集について

（定期募集） 

福岡県久留米市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年9月1日 久留米市：平成28年度第2回市営住宅等の入

居者を募集します 

福岡県久留米市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年9月1日 町営住宅入居者募集（新緑ヶ丘団地） 福岡県芦屋町 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年9月1日 県営住宅入居者の募集について 鳥取県智頭町 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年9月1日 市営住宅の入居者募集 兵庫県明石市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年9月1日 市営住宅入居者募集 北海道歌志内市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年9月1日 公営住宅の入居希望者募集 北海道知内町 ５．公営住宅の入居募集 

平成28年9月1日 市営住宅の入居者を募集します。 千葉県我孫子市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年9月1日 市営住宅入居募集に関すること 埼玉県蕨市 ５．公営住宅の入居募集 

平成28年9月1日 県営・町営住宅入居者募集（H28年9月分） 大分県日出町 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年9月1日 市営住宅の入居者を募集しています（9月1日

から9月14日まで） 

大阪府豊中市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年9月1日 公営住宅(市営・県営住宅入居者の9月募集）を

更新しました 

宮城県多賀城市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年9月1日 現在の空き室状況 宮崎県えびの市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年9月1日 市営住宅の入居者を募集（随時） 岐阜県恵那市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28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1日（木）～9月15日（木）】 

新潟県燕市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年9月1日 町営住宅の補充入居者を募集します 熊本県氷川町 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年9月1日 町営住宅入居者募集（井樋内団地） 熊本県長洲町 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年9月1日 町営住宅の募集について（９月） 石川県能登町 ５．公営住宅の入居募集 

平成28年9月1日 久留米市：市営住宅の入居者募集について

（定期募集） 

福岡県久留米市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年9月1日 久留米市：平成28年度第2回市営住宅等の入

居者を募集します 

福岡県久留米市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年9月1日 町営住宅入居者募集（新緑ヶ丘団地） 福岡県芦屋町 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年9月1日 県営住宅入居者の募集について 鳥取県智頭町 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年9月1日 県営住宅の募集について 鳥取県智頭町 ５．公営住宅の入居募集 

平成28年9月1日 定住促進住宅入居者募集 兵庫県佐用町 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、６．改修・リ

フォーム 

平成28年9月1日 海陽町空き家改修支援補助金 徳島県海陽町 １．移住・定住支援（補助・助成等）、４．物件

情報（公的賃貸住宅等）、６．改修・リフォーム 

平成28年9月1日 海陽町空き家改修支援補助金 徳島県海陽町 １．移住・定住支援（補助・助成等）、４．物件

情報（公的賃貸住宅等）、６．改修・リフォーム 

平成28年9月1日 海陽町空き家改修支援補助金 徳島県海陽町 １．移住・定住支援（補助・助成等）、４．物件

情報（公的賃貸住宅等）、６．改修・リフォーム 

平成28年9月2日 市営住宅入居者随時募集のお知らせ | 銚子

市 

千葉県銚子市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年9月2日 空き家情報 物件番号：28-1-2【中心市街地】

【羽場地区】【賃貸3万円】 

長野県飯田市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等） 

平成28年9月2日 市営住宅入居者随時募集のお知らせ | 銚子

市 

千葉県銚子市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 
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配信日 タイトル 地方自治体 定住支援施策のカテゴリー区分 

平成28年9月2日 平成28年度 第2回 市営住宅定期募集住宅

一覧 

愛知県一宮市 ５．公営住宅の入居募集 

平成28年9月2日 市営住宅募集について 神奈川県逗子市 ５．公営住宅の入居募集 

平成28年9月5日 蘭越町移住・定住ネット 秋のマルシェ 開催案

内について 

北海道蘭越町 ２．移住・定住相談・イベント 

平成28年9月5日 蘭越町移住・定住ネット 秋のマルシェ＆交流

会 開催案内について 

北海道蘭越町 ２．移住・定住相談・イベント 

平成28年9月5日 ◆町営住宅入居者募集のご案内 三重県南伊勢町 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年9月5日 ９月市営住宅入居者募集 兵庫県養父市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年9月5日 町営住宅等の空き家情報 H28.9.5 島根県邑南町 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年9月5日 公営・町営住宅入居者募集 東京都奥多摩町 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年9月5日 空き家バンク登録物件について（4） - 那須町

公式ホームページ 

栃木県那須町 ４．物件情報（公的賃貸住宅等） 

平成28年9月5日 ◆町営住宅入居者募集のご案内 三重県南伊勢町 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年9月5日 ９月市営住宅入居者募集 兵庫県養父市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年9月5日 町営住宅等の空き家情報 H28.9.5 島根県邑南町 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年9月5日 公営・町営住宅入居者募集 東京都奥多摩町 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年9月6日 四万十町移住体験ツアーを開催します！ 高知県四万十町 ２．移住・定住相談・イベント、３．移住体験 

平成28年9月6日 四万十町移住体験ツアーを開催します！ 高知県四万十町 ２．移住・定住相談・イベント、３．移住体験 

平成28年9月6日 復興公営住宅第５期募集の募集結果について 福島県 ５．公営住宅の入居募集 

平成28年9月7日 【9月10日開催】しまねＵ・Ｉターンフェアin広島 島根県益田市 ２．移住・定住相談・イベント 

平成28年9月7日 9月22日（木曜日・祝日）くまもと移住相談会を

開催します！ 

熊本県 ２．移住・定住相談・イベント 

平成28年9月7日 米子市移住者交流会を開催します！（平成28

年10月23日） 

鳥取県米子市 ２．移住・定住相談・イベント 

平成28年9月7日 応急仮設住宅入居者の募集｜特別なお知らせ

｜幕別町 

北海道幕別町 ４．物件情報（公的賃貸住宅等） 

平成28年9月7日 平成28年度市営住宅入居者募集について 神奈川県鎌倉市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年9月7日 久留米市：平成28年度第2回市営住宅等の入

居者募集を開始します 

福岡県久留米市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年9月7日 平成28年度市営住宅入居者募集について 神奈川県鎌倉市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年9月7日 久留米市：平成28年度第2回市営住宅等の入

居者募集を開始します 

福岡県久留米市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年9月8日 浦幌町空き家・空き地バンク制度｜移住・定住

相談窓口｜北海道十勝郡浦幌町 

北海道浦幌町 ２．移住・定住相談・イベント 

平成28年9月8日 銀座NAGANOで「信州須坂のプチ移住体験」

開催！ 

長野県須坂市 ２．移住・定住相談・イベント、３．移住体験 

平成28年9月8日 銀座NAGANOで「信州須坂のプチ移住体験」

開催！ 

長野県須坂市 ２．移住・定住相談・イベント、３．移住体験 

平成28年9月8日 子育て世帯向け地域優良賃貸住宅の入居者

募集中（2016.9.8） 

広島県竹原市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等） 

平成28年9月8日 第2回 福島県自主避難者向け 都営住宅入

居者の募集について 

東京都 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年9月8日 佐川町移住促進住宅 入居者募集 高知県佐川町 ４．物件情報（公的賃貸住宅等） 

平成28年9月8日 第2回 福島県自主避難者向け 都営住宅入

居者の募集について 

東京都 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年9月8日 復興公営住宅の募集及び入居状況について 福島県浪江町 ５．公営住宅の入居募集 

平成28年9月8日 市営住宅抽選結果（平成28年9月募集分） 鳥取県米子市 ５．公営住宅の入居募集 

平成28年9月9日 美幌町移住・定住ポータルサイト 茨城県取手市 １．移住・定住支援（補助・助成等）、３．移住

体験、６．改修・リフォーム 

平成28年9月9日 美幌町移住・定住ポータルサイト 福島県南会津町 １．移住・定住支援（補助・助成等）、３．移住

体験、６．改修・リフォーム 

平成28年9月9日 【10/2（日）】おんせん県おおいた暮らしフェア

（東京）に参加します！ 

大分県中津市 ２．移住・定住相談・イベント 
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平成28年9月9日 美幌町移住・定住ポータルサイト 北海道美幌町 １．移住・定住支援（補助・助成等）、３．移住

体験、６．改修・リフォーム 

平成28年9月9日 美幌町移住・定住ポータルサイト 北海道美幌町 １．移住・定住支援（補助・助成等）、３．移住

体験、６．改修・リフォーム 

平成28年9月9日 今月の市営住宅の募集は終了しました。 福井県越前市 ５．公営住宅の入居募集 

平成28年9月9日 美幌町移住・定住ポータルサイト 北海道美幌町 １．移住・定住支援（補助・助成等）、３．移住

体験、６．改修・リフォーム 

平成28年9月9日 美幌町移住・定住ポータルサイト 北海道美幌町 １．移住・定住支援（補助・助成等）、３．移住

体験、６．改修・リフォーム 

平成28年9月10日 市営住宅随時募集を実施します 神奈川県藤沢市 ５．公営住宅の入居募集 

平成28年9月11日 区立和田サービス付き高齢者向け住宅入居者

を募集します（28年9月11日） 

東京都杉並区 ４．物件情報（公的賃貸住宅等） 

平成28年9月12日 【9月の西播磨暮らし相談会のお知らせ】 兵庫県佐用町 ２．移住・定住相談・イベント 

平成28年9月12日 みやぎ移住フェアに参加しました 宮城県白石市 ２．移住・定住相談・イベント 

平成28年9月12日 ニュース特急便 2016年9月 （2） 山形県尾花沢市 ２．移住・定住相談・イベント 

平成28年9月12日 ニュース特急便 2016年9月 （2） 山形県尾花沢市 ２．移住・定住相談・イベント 

平成28年9月12日 とっとり移住休日相談会in東京を開催します！

（平成28年9月24日） 

鳥取県米子市 ２．移住・定住相談・イベント 

平成28年9月12日 【新着物件】空き家バンク～賃貸物件～ 岩手県釜石市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等） 

平成28年9月12日 久留米市：平成28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 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年9月12日 平成28年度 第2回 市営住宅定期募集申込

状況 

愛知県一宮市 ５．公営住宅の入居募集 

平成28年9月12日 久留米市：平成28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 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年9月13日 【9月の西播磨暮らし相談会のお知らせ】 兵庫県佐用町 ２．移住・定住相談・イベント 

平成28年9月13日 草津市空き家バンク賃貸物件 滋賀県草津市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等） 

平成28年9月13日 【11月から入居者募集開始】定住化促進住宅

「ミライエ秦野」 

神奈川県秦野市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等） 

平成28年9月13日 村営住宅等入居者募集 長野県筑北村 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年9月13日 特公賃住宅「桑野山団地」入居者募集 静岡県川根本町 ４．物件情報（公的賃貸住宅等） 

平成28年9月13日 「町営住宅」入居者募集 静岡県川根本町 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年9月13日 「若者定住促進住宅」入居者募集 静岡県川根本町 ４．物件情報（公的賃貸住宅等） 

平成28年9月13日 町営住宅等入居募集は終了いたしました｜くら

しの情報｜北海道清里町 

北海道清里町 ５．公営住宅の入居募集 

平成28年9月13日 平成28年度 第2回 市営住宅定期募集申込

状況 

愛知県一宮市 ５．公営住宅の入居募集 

平成28年9月13日 村営住宅等入居者募集 長野県筑北村 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年9月13日 「町営住宅」入居者募集 静岡県川根本町 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年9月14日 【三笠市移住定住情報】婚活支援イベント参加

者募集中！ 

長野県喬木村 １．移住・定住支援（補助・助成等） 

平成28年9月14日 県営住宅（市外）の入居者募集（平成２８年９

月） 

兵庫県篠山市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年9月14日 花巻市の市営住宅について 岩手県花巻市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年9月14日 山都町営住宅の入居者を募集します。（10月3

日から10月14日） 

熊本県山都町 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年9月14日 応急仮設住宅（第４次）入居者募集について 熊本県西原村 ４．物件情報（公的賃貸住宅等） 

平成28年9月14日 入居者募集について 神奈川県 ４．物件情報（公的賃貸住宅等） 

平成28年9月14日 市営住宅入居者募集を更新しました。 秋田県にかほ市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年9月14日 県営住宅（市外）の入居者募集（平成２８年９

月） 

兵庫県篠山市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年9月14日 花巻市の市営住宅について 岩手県花巻市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年9月14日 山都町営住宅の入居者を募集します。（10月3

日から10月14日） 

熊本県山都町 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年9月14日 平成28年度 大牟田市営住宅の随時募集につ

いて 

 

福岡県大牟田市 ５．公営住宅の入居募集 
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平成28年9月14日 市営住宅入居者募集を更新しました。 秋田県にかほ市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年9月15日 ◇◆平成28年度 市営住宅入居者募集（第3

回）◆◇ 

山形県尾花沢市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年9月15日 市営住宅入居者を募集します 静岡県磐田市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年9月15日 町営住宅入居者募集について 鳥取県智頭町 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年9月15日 ◇◆平成28年度 市営住宅入居者募集（第3

回）◆◇ 

山形県尾花沢市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年9月15日 市営住宅入居者を募集します 静岡県磐田市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年9月15日 町営住宅入居者募集について 鳥取県智頭町 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年9月16日 移住体験バスツアーのお知らせ 兵庫県赤穂市 ３．移住体験 

平成28年9月16日 町営住宅の入居者募集について(9月14日登

録) 

北海道長沼町 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年9月16日 若者定住応援住宅入居者募集 東京都奥多摩町 ４．物件情報（公的賃貸住宅等） 

平成28年9月16日 村営住宅等入居者募集 長野県筑北村 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年9月16日 町営住宅の入居者募集について(9月14日登

録) 

北海道長沼町 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年9月16日 村営住宅等入居者募集 長野県筑北村 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年9月17日 平成28年度 第2回 市営住宅定期募集申込

状況 

愛知県一宮市 ５．公営住宅の入居募集 

平成28年9月20日 [お知らせ]名寄市空家バンクを開設しました 北海道名寄市 ２．移住・定住相談・イベント 

平成28年9月20日 [新着情報]名寄市空家バンクを開設しました 北海道名寄市 ２．移住・定住相談・イベント 

平成28年9月20日 静岡県移住体験ツアーを開催します 静岡県伊豆の国市 ２．移住・定住相談・イベント、３．移住体験 

平成28年9月20日 移住相談 高知県香南市 ２．移住・定住相談・イベント 

平成28年9月20日 「清流の国ぎふ 暮らし体験ツアー」の参加者

募集 

岐阜県 ３．移住体験 

平成28年9月20日 岐阜県移住体験カタログClassca-gifu（2016年

度版）を発行 

岐阜県 ３．移住体験 

平成28年9月20日 静岡県移住体験ツアーを開催します 静岡県伊豆の国市 ２．移住・定住相談・イベント、３．移住体験 

平成28年9月20日 まきのはら移住体験ツアーを行いました！ 静岡県牧之原市 ３．移住体験 

平成28年9月20日 市営住宅入居者募集（期間9月20日から30日ま

で） 

長野県駒ヶ根市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年9月20日 市営住宅入居者募集(９月募集)【募集は終わっ

ていますが参考にご覧ください】 

高知県香南市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年9月20日 市営住宅入居者募集（期間9月20日から30日ま

で） 

長野県駒ヶ根市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年9月20日 市営住宅入居者募集(９月募集)【募集は終わっ

ていますが参考にご覧ください】 

高知県香南市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年9月21日 10月2日（日曜日）くまもと移住相談会（大阪）開

催します。 

熊本県 ２．移住・定住相談・イベント 

平成28年9月21日 移住・定住・Uターンイベント情報 秋田県にかほ市 ２．移住・定住相談・イベント 

平成28年9月21日 市営住宅入居者募集 富山県南砺市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年9月21日 久留米市：平成28年度第2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 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年9月21日 市営住宅入居者募集 富山県南砺市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年9月21日 久留米市：平成28年度第2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 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年9月21日 市営住宅について 【９月募集は終了しました 

次の募集は１２月です】 

高知県香南市 ５．公営住宅の入居募集 

平成28年9月23日 北海道暮らしフェア2016に参加します 北海道遠別町 ２．移住・定住相談・イベント 

平成28年9月23日 移住への近道！ 希望者を現地にご案内！第

２回おかやま移住候補地体感ツアー 開催 

岡山県 ２．移住・定住相談・イベント 

平成28年9月23日 市営住宅入居者募集 栃木県宇都宮市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年9月23日 市営住宅入居者募集 栃木県宇都宮市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 
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平成28年9月23日 市営住宅入居者募集 栃木県宇都宮市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年9月23日 市営住宅入居者募集 栃木県宇都宮市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年9月23日 １０月の市営住宅募集のご案内 福井県越前市 ５．公営住宅の入居募集 

平成28年9月24日 文京区 家賃助成 東京都文京区 ４．物件情報（公的賃貸住宅等） 

平成28年9月24日 文京区 低所得者層向け住宅 東京都文京区 ４．物件情報（公的賃貸住宅等） 

平成28年9月26日 きたみ暮らしガイド～北見市に移住しませんか

～ 

北海道北見市 ２．移住・定住相談・イベント 

平成28年9月26日 3市（菊川市,掛川市,御前崎市）移住体験ツア

ーを開催しました 

静岡県菊川市 ２．移住・定住相談・イベント、３．移住体験 

平成28年9月26日 3市（菊川市,掛川市,御前崎市）移住体験ツア

ーを開催しました 

静岡県菊川市 ２．移住・定住相談・イベント、３．移住体験 

平成28年9月26日 子育て世帯向け地域優良賃貸住宅の入居者

募集中（2016.9.26） 

広島県竹原市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等） 

平成28年9月26日 平成28年度第2期佐世保市営住宅入居者選考

委員会の開催結果について（平成28年9月23

日開催） 

長崎県佐世保市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等） 

平成28年9月26日 市営住宅入居者募集一覧（平成28年10月分） 鳥取県米子市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年9月26日 市営住宅入居者募集一覧（平成28年10月分） 鳥取県米子市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年9月27日 「民間賃貸住宅等家賃への支援制度」につい

て：ページ移転のお知らせ 

福島県 ４．物件情報（公的賃貸住宅等） 

平成28年9月27日 「民間賃貸住宅等家賃への支援制度」につい

て 

福島県 ４．物件情報（公的賃貸住宅等） 

平成28年9月27日 四万十町高齢者安心生活支援住宅の入居者

募集 

高知県四万十町 ４．物件情報（公的賃貸住宅等） 

平成28年9月28日 住宅情報 北海道美幌町 １．移住・定住支援（補助・助成等）、４．物件

情報（公的賃貸住宅等） 

平成28年9月28日 空き家バンク登録物件について（8） - 那須町

公式ホームページ 

栃木県那須町 ２．移住・定住相談・イベント 

平成28年9月28日 空き家バンク登録物件について（6） - 那須町

公式ホームページ 

栃木県那須町 ２．移住・定住相談・イベント 

平成28年9月28日 青森市へ移住したいかたの相談窓口 青森県青森市 ２．移住・定住相談・イベント 

平成28年9月28日 [新着情報]空き家情報 深川一已地区賃貸ア

パート物件番号316を掲載しました。 

北海道深川市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等） 

平成28年9月28日 住宅情報 岩手県葛巻町 １．移住・定住支援（補助・助成等）、４．物件

情報（公的賃貸住宅等） 

平成28年9月28日 垂水団地入居者の随時募集について 広島県大崎上島町 ４．物件情報（公的賃貸住宅等） 

平成28年9月28日 県営住宅について [建築住宅課 9月28日] 青森県 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年9月28日 東日本大震災により福島県(避難指示区域を除

く)から京都府内に避難している方を対象とした

府営住宅の特定目的優先入居募集の実施に

ついて 

京都府 ５．公営住宅の入居募集 

平成28年9月28日 「子ども・被災者支援法」に基づく支援対象避

難者を対象とした市営住宅の特定目的優先募

集の実施について 

京都府京都市 ５．公営住宅の入居募集 

平成28年9月28日 「子ども・被災者支援法」に基づく支援対象避

難者を対象とした市営住宅の特定目的優先募

集の実施について（都市計画局） 

京都府京都市 ５．公営住宅の入居募集 

平成28年9月28日 県営住宅について [建築住宅課 9月28日] 青森県 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年9月29日 空き家バンク登録物件を募集しています 京都府宮津市 ２．移住・定住相談・イベント、４．物件情報

（公的賃貸住宅等） 

平成28年9月29日 【10月15日開催】しまねＵ・Ｉターンフェアin大阪 島根県益田市 ２．移住・定住相談・イベント 

平成28年9月29日 空き家バンク登録物件を募集しています 京都府宮津市 ２．移住・定住相談・イベント、４．物件情報

（公的賃貸住宅等） 

平成28年9月29日 県営災害公営住宅（山田町内4団地）入居者随

時募集について 

岩手県 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年9月29日 第2回平成28年度賃貸物件を活用した保育所

（本園）を整備・運営する法人の公募の結果に

ついて 

愛知県名古屋市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等） 
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平成28年9月29日 平成28年度大田原市クリーンエネルギー自動

車購入費補助金の受付について 

栃木県大田原市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等） 

平成28年9月29日 県営住宅の入居者募集 福岡県芦屋町 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年9月29日 空家情報 物件番号28-1-4空き家情報 【郊

外住宅地】【松尾地区】【賃貸5万円】 

長野県飯田市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等） 

平成28年9月29日 市営住宅の入居者を募集します 鳥取県境港市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年9月29日 府営住宅の10月募集を実施します 大阪府 ５．公営住宅の入居募集 

平成28年9月29日 県営災害公営住宅（山田町内4団地）入居者随

時募集について 

岩手県 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年9月29日 県営住宅の入居者募集 福岡県芦屋町 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年9月29日 市営住宅の入居者を募集します 鳥取県境港市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年9月30日 「北海道暮らしフェア2016」に出展します！ 北海道新ひだか町 ２．移住・定住相談・イベント 

平成28年9月30日 移住者トークセッションを開催します！ 奈良県 ２．移住・定住相談・イベント 

平成28年9月30日 10月22日（土）東京有楽町で移住相談会開

催！ 

山形県白鷹町 ２．移住・定住相談・イベント 

平成28年9月30日 移住：酒田市公式ウェブサイト 山形県酒田市 ２．移住・定住相談・イベント 

平成28年9月30日 お知らせ：南房総市への移住体験談紹介 千葉県南房総市 ３．移住体験 

平成28年9月30日 10月市営住宅入居者募集 兵庫県養父市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年9月30日 町民の方へ｜引越し・住まい｜住まい｜長期

賃貸住宅 

山形県西川町 ４．物件情報（公的賃貸住宅等） 

平成28年9月30日 復興公営住宅の入居者の募集（１０月定期募

集）のお知らせ 

福島県 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年9月30日 10月市営住宅入居者募集 兵庫県養父市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年9月30日 公営住宅入居申込について（10月募集） 北海道北見市 ５．公営住宅の入居募集 

平成28年9月30日 復興公営住宅の入居者の募集（１０月定期募

集）のお知らせ 

福島県 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年10月1日 酒田市空き家総合窓口サイト 酒田市 長野県筑北村 １．移住・定住支援（補助・助成等） 

平成28年10月1日 酒田市空き家総合窓口サイト：酒田市公式ウェ

ブサイト 

北海道比布町 １．移住・定住支援（補助・助成等） 

平成28年10月1日 市営住宅入居者募集 北海道北広島市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年10月1日 市営住宅入居者随時募集 埼玉県加須市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年10月1日 町営住宅入居者募集について 宮城県美里町 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年10月1日 物件番号23 ：酒田市公式ウェブサイト 山形県酒田市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等） 

平成28年10月1日 上板町空き家・空き地バンク制度を創設しまし

た 

徳島県上板町 ４．物件情報（公的賃貸住宅等） 

平成28年10月1日 平成28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 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28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3日（月）～10月14日（金）まで】 

新潟県燕市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年10月1日 ・居宅介護サービス計画作成依頼（変更）届出

書・介護保険居宅介護（介護予防）住宅改修費

支給申請書・介護保険居宅介護（介護予防）福

祉用具購入費支給申請書 

神奈川県座間市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等） 

平成28年10月1日 【対象者拡充】民間賃貸住宅家賃補助金交付

制度のご案内 

神奈川県松田町 ４．物件情報（公的賃貸住宅等） 

平成28年10月1日 市営住宅入居者募集 北海道北広島市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年10月1日 町営住宅等入居募集について｜くらしの情報

｜北海道清里町 

北海道清里町 ５．公営住宅の入居募集 

平成28年10月1日 市営住宅入居者随時募集 埼玉県加須市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年10月1日 町営住宅入居者募集について 宮城県美里町 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年10月1日 平成28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 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 
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平成28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3日（月）～10月14日（金）まで】 

新潟県燕市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年10月3日 福岡で開催される移住相談会に参加します 大分県宇佐市 ２．移住・定住相談・イベント 

平成28年10月3日 守谷市みずき野地区で、シェアハウスに住んで

みませんか!?（現地見学・説明会を開催します） 

茨城県守谷市 ２．移住・定住相談・イベント 

平成28年10月3日 移住交流体験プログラム 石川県能美市 ３．移住体験 

平成28年10月3日 越前町への移住等を検討されている方のた

め、宮崎移住・二地域居住体験施設「ｌａｕｇｈ－ｌ

ａ（ラフーラ）」をご用意しています 

福井県越前町 ３．移住体験 

平成28年10月3日 定住促進住宅入居者募集 兵庫県佐用町 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、６．改修・リ

フォーム 

平成28年10月3日 【補助金】新婚夫婦の賃貸住宅家賃など 大分県宇佐市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等） 

平成28年10月3日 現在の空き室状況 宮崎県えびの市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年10月3日 村山市空き家バンク制度 村山市 山形県村山市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等） 

平成28年10月3日 市営住宅・特定公共賃貸住宅 空家・入居待ち

状況 

山梨県都留市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年10月3日 空き家情報 売-9 新潟県魚沼市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等） 

平成28年10月3日 市営住宅の入居者募集 鹿児島県姶良市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年10月3日 公営住宅の入居希望者募集 北海道知内町 ５．公営住宅の入居募集 

平成28年10月3日 現在の空き室状況 宮崎県えびの市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年10月3日 平成28年度 第2回 市営住宅定期募集抽選

結果 

愛知県一宮市 ５．公営住宅の入居募集 

平成28年10月3日 町営住宅の募集について（１０月） 石川県能登町 ５．公営住宅の入居募集 

平成28年10月3日 市営住宅の入居者募集 鹿児島県姶良市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年10月3日 定住促進住宅入居者募集 兵庫県佐用町 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、６．改修・リ

フォーム 

平成28年10月4日 第3回お試し移住ツアー(H28.10.14～16)【最新

情報】 

秋田県八峰町 ２．移住・定住相談・イベント、３．移住体験

５．公営住宅の入居募集、６．改修・リフォー

ム 

平成28年10月4日 和泊町の移住情報サイト「くらすわどまり」を開

設しました。 

鹿児島県和泊町 ２．移住・定住相談・イベント 

平成28年10月4日 シングルマザー限定！移住まるごと体験モニタ

ー参加者募集！｜移住・定住情報｜羽幌町 

北海道羽幌町 ３．移住体験 

平成28年10月4日 第3回お試し移住ツアー(H28.10.14～16)【最新

情報】 

秋田県八峰町 ２．移住・定住相談・イベント、３．移住体験

５．公営住宅の入居募集、６．改修・リフォー

ム 

平成28年10月4日 空き家情報 岩手県葛巻町 ２．移住・定住相談・イベント、４．物件情報

（公的賃貸住宅等） 

平成28年10月4日 町営戸建住宅（入居者の募集はしていません） 福井県池田町 ４．物件情報（公的賃貸住宅等） 

平成28年10月4日 第3回お試し移住ツアー(H28.10.14～16)【最新

情報】 

秋田県八峰町 ２．移住・定住相談・イベント、３．移住体験

５．公営住宅の入居募集、６．改修・リフォー

ム 

平成28年10月4日 第3回お試し移住ツアー(H28.10.14～16)【最新

情報】 

秋田県八峰町 ２．移住・定住相談・イベント、３．移住体験

５．公営住宅の入居募集、６．改修・リフォー

ム 

平成28年10月5日 移住相談会 秋田県大仙市 １．移住・定住支援（補助・助成等）、２．移

住・定住相談・イベント 

平成28年10月5日 市営住宅入居者を募集します 奈良県香芝市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年10月5日 文京区 中堅所得者層向け住宅 東京都文京区 ４．物件情報（公的賃貸住宅等） 

平成28年10月5日 空き家等情報バンク登録物件（平成28年10月5

日現在） 

栃木県大田原市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等） 

平成28年10月5日 町営集合住宅（入居者の募集はしていません） 福井県池田町 ４．物件情報（公的賃貸住宅等） 

平成28年10月5日 市営住宅入居者を募集します 奈良県香芝市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年10月6日 定住促進のための支援策強化 新潟県南魚沼市 １．移住・定住支援（補助・助成等） 

平成28年10月6日 【移住フェア情報】香南市東京行きます。 高知県香南市 ２．移住・定住相談・イベント 

平成28年10月6日 市営住宅・特定公共賃貸住宅補充入居募集 熊本県合志市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年10月6日 久留米市：市が管理する賃貸住宅について 福岡県久留米市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等） 
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配信日 タイトル 地方自治体 定住支援施策のカテゴリー区分 

平成28年10月6日 市営住宅・特定公共賃貸住宅補充入居募集 熊本県合志市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年10月7日 定住体験イベント「三次田舎体験ツアー」を開

催します 

広島県三次市 ２．移住・定住相談・イベント、３．移住体験 

平成28年10月7日 10月23日（日曜日）11時～「くまもと移住カフェ」

を開催します！ 

熊本県 ２．移住・定住相談・イベント 

平成28年10月7日 定住体験イベント「三次田舎体験ツアー」を開

催します 

広島県三次市 ２．移住・定住相談・イベント、３．移住体験 

平成28年10月7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 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年10月7日 空き家バンク登録物件一覧表 山梨県甲斐市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等） 

平成28年10月7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 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年10月7日 今月の市営住宅の募集は終了しました。 福井県越前市 ５．公営住宅の入居募集 

平成28年10月11日 久留米市：移住のための支援いろいろ 長野県筑北村 １．移住・定住支援（補助・助成等） 

平成28年10月11日 移住相談会のお知らせ 奈良県広陵町 １．移住・定住支援（補助・助成等）、２．移

住・定住相談・イベント 

平成28年10月11日 11/5（土）：やまなし暮らし支援センター - 北杜

市 

山梨県北杜市 ２．移住・定住相談・イベント 

平成28年10月11日 移住相談会のお知らせ 静岡県島田市 １．移住・定住支援（補助・助成等）、２．移

住・定住相談・イベント 

平成28年10月11日 介護保険福祉用具購入費及び住宅改修費の

受領委任払い制度を開始しました 

沖縄県浦添市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等） 

平成28年10月11日 市営住宅抽選結果（平成28年10月募集分） 鳥取県米子市 ５．公営住宅の入居募集 

平成28年10月12日 伊豆の先端で移住体験ツアー2016 静岡県東伊豆町 ２．移住・定住相談・イベント、３．移住体験 

平成28年10月12日 伊豆の先端で移住体験ツアー2016 静岡県東伊豆町 ２．移住・定住相談・イベント、３．移住体験 

平成28年10月12日 伊豆の先端で移住体験ツアー2016 静岡県東伊豆町 ２．移住・定住相談・イベント、３．移住体験 

平成28年10月12日 伊豆の先端で移住体験ツアー2016 静岡県東伊豆町 ２．移住・定住相談・イベント、３．移住体験 

平成28年10月12日 神戸市：借上公営住宅 県市相互あっせんに

関する協定の締結について 

兵庫県神戸市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等） 

平成28年10月12日 借上公営住宅 県市相互あっせんに関する協

定の締結について - 神戸市 

兵庫県神戸市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等） 

平成28年10月13日 10月22日開催！ふくいUターン情報[福井、越

前市へのUターンをご検討の皆さまへ]（政策推

進課トピックス） 

福井県越前市 ２．移住・定住相談・イベント 

平成28年10月13日 北海道移住まるごと体験モニター募集中♪♪ 北海道遠別町 ３．移住体験 

平成28年10月13日 北海道移住まるごと体験モニター 北海道遠別町 ３．移住体験 

平成28年10月13日 町営住宅の入居者募集について 兵庫県新温泉町 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年10月13日 地域特別賃貸住宅の入居者を募集しています 北海道小清水町 ４．物件情報（公的賃貸住宅等） 

平成28年10月13日 UR賃貸住宅の近居割引制度について 千葉県習志野市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等） 

平成28年10月13日 花巻市の市営住宅について 岩手県花巻市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年10月13日 平成28年度大田原市クリーンエネルギー自動

車購入費補助金の受付について 

栃木県大田原市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等） 

平成28年10月13日 多世帯近居住まいのための住宅取得を支援し

ます 

福井県越前町 ４．物件情報（公的賃貸住宅等） 

平成28年10月13日 市営住宅入居者募集を更新しました。 秋田県にかほ市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年10月13日 特定優良賃貸住宅一覧（浜松市） 静岡県浜松市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等） 

平成28年10月13日 町営住宅の入居者募集について 兵庫県新温泉町 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年10月13日 花巻市の市営住宅について 岩手県花巻市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年10月13日 市営住宅入居者募集を更新しました。 秋田県にかほ市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年10月14日 北杜市営住宅情報トップページ｜山梨県 北

杜市（ほくとし） 

三重県名張市 １．移住・定住支援（補助・助成等） 

平成28年10月14日 10月22日開催！ふくいUターン情報 福井、越

前市へのUターンをご検討の皆さまへ 

福井県越前市 ２．移住・定住相談・イベント 

平成28年10月14日 関西の情報を発信するおおさかニュース414号

発行 

長崎県 ２．移住・定住相談・イベント 

平成28年10月14日 信州駒ヶ根「晩秋」体感2016 参加者募集 長野県駒ヶ根市 ２．移住・定住相談・イベント、３．移住体験 

平成28年10月14日 信州駒ヶ根「晩秋」体感2016 参加者募集 長野県駒ヶ根市 ２．移住・定住相談・イベント、３．移住体験 



42 

  

配信日 タイトル 地方自治体 定住支援施策のカテゴリー区分 

平成28年10月14日 県営住宅（市外）の入居者募集（平成２８年１０

月） 

兵庫県篠山市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年10月14日 町営住宅の入居者募集について（10月14日登

録） 

北海道長沼町 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年10月14日 一般公営住宅・特定公共賃貸住宅管理状況 山梨県都留市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等） 

平成28年10月14日 市営住宅の入居者を募集（11月募集） 岐阜県恵那市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年10月14日 村営住宅の入居者を募集（西和野団地） 岩手県田野畑村 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年10月14日 【緊急公募】平成28年度賃貸物件を活用した保

育所（本園）を整備・運営する法人について 

愛知県名古屋市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等） 

平成28年10月14日 【緊急募集】平成28年度賃貸物件を活用した保

育所（本園）を整備するための物件の情報提供

について 

愛知県名古屋市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等） 

平成28年10月14日 県営住宅（市外）の入居者募集（平成２８年１０

月） 

兵庫県篠山市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年10月14日 町営住宅の入居者募集について（10月14日登

録） 

北海道長沼町 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年10月14日 市営住宅の入居者を募集（11月募集） 岐阜県恵那市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年10月14日 村営住宅の入居者を募集（西和野団地） 岩手県田野畑村 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年10月15日 空き家情報 | あばいん一関 - 岩手県一関市

での移住定住応援サイト 

北海道比布町 １．移住・定住支援（補助・助成等） 

平成28年10月15日 【三笠市移住定住情報】ふるさと回帰フェア

2016に出展します 

北海道三笠市 ２．移住・定住相談・イベント 

平成28年10月15日 平成28年9月区営住宅（新築）入居者募集抽選

結果 

東京都千代田区 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年10月15日 平成28年度 大牟田市営住宅入居者募集につ

いて 

福岡県大牟田市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年10月15日 市営住宅入居募集に関すること 埼玉県蕨市 ５．公営住宅の入居募集 

平成28年10月15日 平成28年9月区営住宅（新築）入居者募集抽選

結果 

東京都千代田区 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年10月15日 平成28年度 大牟田市営住宅入居者募集につ

いて 

福岡県大牟田市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年10月17日 北海道（利尻町）まるごと移住体験モニター参

加者募集中！！…お知らせ 

北海道利尻町 ３．移住体験 

平成28年10月17日 【冬の生活を体験！】お試し暮らしモニターツア

ー参加者募集！ 

北海道赤平市 ３．移住体験 

平成28年10月17日 【冬の生活を体験！】お試し暮らしモニターツア

ー参加者募集！ 

北海道赤平市 ３．移住体験 

平成28年10月17日 赤平おためし暮らし住宅 北海道赤平市 ３．移住体験 

平成28年10月17日 お試し滞在施設がオープンしました。 大分県豊後大野市 ３．移住体験 

平成28年10月17日 県営住宅入居者募集（二次募集）について 沖縄県 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年10月17日 【～10月25日】市営住宅経塚団地入居者募集 長野県駒ヶ根市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年10月17日 町有地の売却について 静岡県川根本町 ４．物件情報（公的賃貸住宅等） 

平成28年10月17日 市営住宅へ入居するには／浜松市 静岡県浜松市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等） 

平成28年10月17日 町営住宅の入居者を募集します（六尾北団地 

26号） 

鳥取県北栄町 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年10月17日 県営住宅入居者募集（二次募集）について 沖縄県 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年10月17日 【～10月25日】市営住宅経塚団地入居者募集 長野県駒ヶ根市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年10月17日 町営住宅の入居者を募集します（六尾北団地 

26号） 

鳥取県北栄町 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年10月18日 第3回八峰町お試し移住ツアーが開催されまし

た(H28.10.14～16)レポート 

秋田県八峰町 ２．移住・定住相談・イベント 

平成28年10月18日 高齢者向け優良賃貸住宅制度 東京都豊島区 ４．物件情報（公的賃貸住宅等） 

平成28年10月18日 ○移住定住者用住宅(志和地区)の入居者を募

集します。 

高知県四万十町 ４．物件情報（公的賃貸住宅等） 

平成28年10月19日 中山間地域の空き家を活用した移住支援制度

について 

長野県駒ヶ根市 １．移住・定住支援（補助・助成等） 
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配信日 タイトル 地方自治体 定住支援施策のカテゴリー区分 

平成28年10月19日 高萩市移住体験バスツアーの実施について 茨城県高萩市 ３．移住体験 

平成28年10月19日 神戸市：神戸市営住宅入居者募集（11月定時

募集） 

兵庫県神戸市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年10月19日 神戸市：神戸市営住宅入居者募集（11月定時

募集） 

兵庫県神戸市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年10月20日 移住相談窓口・移住支援プログラム 秋田県羽後町 １．移住・定住支援（補助・助成等）、２．移

住・定住相談・イベント、３．移住体験 

平成28年10月20日 移住相談窓口・移住支援プログラム 鹿児島県徳之島町 １．移住・定住支援（補助・助成等）、２．移

住・定住相談・イベント、３．移住体験 

平成28年10月20日 移住相談窓口・移住支援プログラム 鹿児島県徳之島町 １．移住・定住支援（補助・助成等）、２．移

住・定住相談・イベント、３．移住体験 

平成28年10月20日 [新着情報]空き家情報 深川一已地区賃貸ア

パート物件番号52を掲載しました。 

北海道深川市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等） 

平成28年10月20日 川越市住宅改修補助金制度について/川越市 埼玉県川越市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等） 

平成28年10月21日 第16回ふるさと定住イベントの開催について 山口県下松市 ２．移住・定住相談・イベント 

平成28年10月21日 平成28年度「かみいしづ移住体験夢ツアー」を

実施します 

岐阜県大垣市 ３．移住体験 

平成28年10月21日 特定公共賃貸住宅入居者随時募集（応相寺団

地・城ケ花団地） 

兵庫県丹波市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等） 

平成28年10月21日 市営住宅の入居者募集（平成２８年１１月） 兵庫県篠山市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年10月21日 市営住宅の入居者募集（平成２８年１１月） 兵庫県篠山市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年10月24日 参加者募集：移住定住相談と体験ツアー 千葉県南房総市 ２．移住・定住相談・イベント、３．移住体験 

平成28年10月24日 参加者募集：移住定住相談と体験ツアー 千葉県南房総市 ２．移住・定住相談・イベント、３．移住体験 

平成28年10月24日 公営住宅の入居者を募集しています（追加募

集） 

北海道小清水町 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年10月24日 [新着情報]空き家情報 深川一已地区賃貸ア

パート物件番号317を掲載しました。 

北海道深川市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等） 

平成28年10月24日 町営住宅等の空き家情報 H28.10.24 島根県邑南町 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年10月24日 公営住宅の入居者を募集しています（追加募

集） 

北海道小清水町 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年10月24日 町営住宅等の空き家情報 H28.10.24 島根県邑南町 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年10月25日 子育て支援金について - くらしの情報 福岡県大牟田市 １．移住・定住支援（補助・助成等）、２．移

住・定住相談・イベント 

平成28年10月25日 移住フェアin東京に参加します 大分県宇佐市 ２．移住・定住相談・イベント 

平成28年10月25日 子育て支援金について - くらしの情報 宮崎県高千穂町 １．移住・定住支援（補助・助成等）、２．移

住・定住相談・イベント 

平成28年10月25日 明石市営住宅入居者募集【抽選結果表を追加

しました】 

兵庫県明石市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年10月25日 市営住宅の入居者募集が始まります - 神戸

市 

兵庫県神戸市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年10月25日 [お知らせ]町有地（本通6丁目）を販売いたしま

す 

北海道沼田町 ４．物件情報（公的賃貸住宅等） 

平成28年10月25日 市営住宅入居者募集 茨城県つくばみらい

市 

４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年10月25日 市営住宅入居者募集一覧（平成28年11月分） 鳥取県米子市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年10月25日 明石市営住宅入居者募集【抽選結果表を追加

しました】 

兵庫県明石市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年10月25日 市営住宅の入居者募集が始まります - 神戸

市 

兵庫県神戸市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年10月25日 市営住宅入居者募集 茨城県つくばみらい

市 

４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年10月25日 市営住宅入居者募集一覧（平成28年11月分） 鳥取県米子市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年10月26日 山形市へ移住を考えている皆様へ 山形県山形市 ２．移住・定住相談・イベント 

平成28年10月26日 とっとり･おかやま移住休日相談in東京【開催

日：11月19日】に参加します！ 

 

鳥取県岩美町 ２．移住・定住相談・イベント 

平成28年10月26日 市営住宅入居者募集 富山県南砺市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 



44 

  

配信日 タイトル 地方自治体 定住支援施策のカテゴリー区分 

平成28年10月26日 村営住宅一般入居者募集（平成28年11月募

集） 

福島県湯川村 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年10月26日 ○ 移住定住用住宅（志和地区）の入居者を募

集します。 

高知県四万十町 ４．物件情報（公的賃貸住宅等） 

平成28年10月26日 ○移住定住用住宅(志和地区)の入居者を募集

します。 

高知県四万十町 ４．物件情報（公的賃貸住宅等） 

平成28年10月26日 市営住宅入居者募集 富山県南砺市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年10月26日 市営住宅募集結果のお知らせ 広島県尾道市 ５．公営住宅の入居募集 

平成28年10月26日 村営住宅一般入居者募集（平成28年11月募

集） 

福島県湯川村 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年10月27日 [お知らせ]「JOIN 移住・交流＆地域おこしフェ

ア」に沼田町が出展します 

北海道沼田町 ２．移住・定住相談・イベント 

平成28年10月27日 [お知らせ]「北海道暮らしフェア2016」に沼田町

が出展します※終了しました 

北海道沼田町 ２．移住・定住相談・イベント 

平成28年10月27日 [お知らせ]「北海道暮らしフェア2016」に沼田町

が出展します 

北海道沼田町 ２．移住・定住相談・イベント 

平成28年10月27日 11月11日（土）東京で開催 移住相談会・地域

おこし協力隊説明会のご案内 

山形県尾花沢市 ２．移住・定住相談・イベント 

平成28年10月27日 「山ノ内町移住相談会」開催！！ 長野県山ノ内町 ２．移住・定住相談・イベント 

平成28年10月27日 京都市地域優良賃貸住宅（子育て支援タイプ）

（都市計画局） 

京都府京都市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等） 

平成28年10月27日 町営住宅入居者募集（H28年11月分） 大分県日出町 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年10月27日 市営住宅の入居者を募集します 岩手県奥州市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年10月27日 特定優良賃貸住宅・高齢者向け優良賃貸住宅

一覧 

神奈川県横須賀市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等） 

平成28年10月27日 町営住宅入居者募集（H28年11月分） 大分県日出町 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年10月27日 市営住宅の入居者を募集します 岩手県奥州市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年10月28日 南北海道定住自立圏共生ビジョン第2回変更

のお知らせ 

北海道函館市 ２．移住・定住相談・イベント 

平成28年10月28日 美幌町まちづくり参画プロジェクト（学生による

まちづくり） 

北海道美幌町 １．移住・定住支援（補助・助成等）、２．移

住・定住相談・イベント 

平成28年10月28日 みやぎ移住フェアを開催します 宮城県白石市 ２．移住・定住相談・イベント 

平成28年10月28日 11月11日（金）東京で開催 移住相談会・地域

おこし協力隊説明会のご案内 

山形県尾花沢市 ２．移住・定住相談・イベント 

平成28年10月28日 11月12日(土曜日）12時～くまもと移住カフェを

開催します！ 

熊本県 ２．移住・定住相談・イベント 

平成28年10月28日 11月13日(日曜日)山口・九州・沖縄 地域おこ

し協力隊＆移住フェアに出展します！ 

熊本県 ２．移住・定住相談・イベント 

平成28年10月28日 とっとり・おかやま移住休日相談会in東京を開

催します！（平成28年11月19日） 

鳥取県米子市 ２．移住・定住相談・イベント 

平成28年10月28日 移住相談会「鳥取来楽募（こらぼ）カフェ」を大

阪で開催します！（平成28年11月12日） 

鳥取県米子市 ２．移住・定住相談・イベント 

平成28年10月28日 高齢者向け優良賃貸住宅 神奈川県横須賀市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等） 

平成28年10月28日 特定優良賃貸住宅 神奈川県横須賀市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等） 

平成28年10月29日 １１/２６（土）～２７（日）「親子で体験 なんと移

住体験ツアーin利賀」を開催！ 

富山県南砺市 ２．移住・定住相談・イベント、３．移住体験 

平成28年10月29日 １１/２６（土）～２７（日）「親子で体験 なんと移

住体験ツアーin利賀」を開催！ 

富山県南砺市 ２．移住・定住相談・イベント、３．移住体験 

平成28年10月31日 移住定住ポータルサイト「宇部移住計画」を開

設しました 

山口県宇部市 ２．移住・定住相談・イベント 

平成28年10月31日 第１回 津山市IJUターンカフェ ～移住者交流

会～ 開催                       

参加者募集のお知らせ 

岡山県津山市 ２．移住・定住相談・イベント 

平成28年10月31日 １１月市営住宅入居者募集 兵庫県養父市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年10月31日 特定公共賃貸住宅 新潟県胎内市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等） 

平成28年10月31日 空き家等情報バンク登録物件（平成28年10月

31日現在） 

 

栃木県大田原市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等） 
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配信日 タイトル 地方自治体 定住支援施策のカテゴリー区分 

平成28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 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年10月31日 １１月市営住宅入居者募集 兵庫県養父市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28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 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年11月1日 住んでみんで徳島で！移住相談会ｉｎ大阪 徳島県 ２．移住・定住相談・イベント 

平成28年11月1日 平成２８年度農家民宿体験ツアー - お知らせ 京都府福知山市 ３．移住体験 

平成28年11月1日 定住促進住宅入居者募集 兵庫県佐用町 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、６．改修・リ

フォーム 

平成28年11月1日 移住準備住宅の入居者募集のご案内を掲載し

ました。 

北海道上富良野町 ４．物件情報（公的賃貸住宅等） 

平成28年11月1日 市営住宅入居者募集 北海道歌志内市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年11月1日 現在の空き室状況 宮崎県えびの市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年11月1日 市営住宅・特定公共賃貸住宅 空家・入居待ち

状況 

山梨県都留市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年11月1日 市営住宅入居者募集について 岡山県新見市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年11月1日 平成28年度第3回市営住宅入居者一般募集 愛知県名古屋市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28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（火）～11月15日（火）まで】 

新潟県燕市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年11月1日 神奈川県高齢者向け優良賃貸住宅 神奈川県 ４．物件情報（公的賃貸住宅等） 

平成28年11月1日 住居をお探しの方へ 市営住宅の入居者募集 長崎県五島市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年11月1日 市営住宅の入居者を募集しています 静岡県湖西市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年11月1日 県営住宅の入居者募集 高知県 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年11月1日 公営住宅入居申込について（11月募集） 北海道北見市 ５．公営住宅の入居募集 

平成28年11月1日 市営住宅入居者募集 北海道歌志内市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年11月1日 公営住宅の入居希望者募集 北海道知内町 ５．公営住宅の入居募集 

平成28年11月1日 現在の空き室状況 宮崎県えびの市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年11月1日 市営住宅入居者募集について 岡山県新見市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年11月1日 平成28年度第3回市営住宅入居者一般募集 愛知県名古屋市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28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（火）～11月15日（火）まで】 

新潟県燕市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年11月1日 町営住宅の募集について（１１月） 石川県能登町 ５．公営住宅の入居募集 

平成28年11月1日 住居をお探しの方へ 市営住宅の入居者募集 長崎県五島市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年11月1日 市営住宅の入居者を募集しています 静岡県湖西市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年11月1日 県営住宅の入居者募集 高知県 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年11月1日 定住促進住宅入居者募集 兵庫県佐用町 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、６．改修・リ

フォーム 

平成28年11月2日 姫路市｜物件情報一覧 兵庫県姫路市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等） 

平成28年11月2日 市営住宅入居者募集のお知らせ 大阪府箕面市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年11月2日 建設課では、公営住宅の入居者を募集してい

ます。 

鹿児島県知名町 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年11月2日 建設課では、下記内容で公営住宅の入居者を

募集しています。 

鹿児島県知名町 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年11月2日 市営住宅入居者募集のお知らせ 大阪府箕面市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年11月2日 建設課では、公営住宅の入居者を募集してい

ます。 

 

鹿児島県知名町 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 
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平成28年11月2日 建設課では、下記内容で公営住宅の入居者を

募集しています。 

鹿児島県知名町 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年11月3日 「住まいづくりの手引き」・「マンション管理の手

引き」・「賃貸住宅管理の手引き」について 

福岡県 ４．物件情報（公的賃貸住宅等） 

平成28年11月3日 町営住宅入居者募集案内 秋田県三種町 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年11月3日 町営住宅入居者募集案内 秋田県三種町 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年11月4日 佐野市空き家バンクがいよいよ始まります。 栃木県佐野市 ２．移住・定住相談・イベント 

平成28年11月4日 村営住宅入居者募集のお知らせ 北海道留寿都村 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年11月4日 村営住宅等入居者募集 長野県筑北村 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年11月4日 村営住宅入居者募集のお知らせ 北海道留寿都村 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年11月4日 村営住宅等入居者募集 長野県筑北村 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年11月7日 美幌町移住・定住ポータルサイト 秋田県羽後町 １．移住・定住支援（補助・助成等）、３．移住

体験、６．改修・リフォーム 

平成28年11月7日 移住・定住相談窓口｜北海道十勝郡浦幌町 北海道浦幌町 ２．移住・定住相談・イベント 

平成28年11月7日 みやぎ移住フェアに参加しました 宮城県白石市 ２．移住・定住相談・イベント 

平成28年11月7日 『おかやま県北移住・定住フェア』～ふるさと作

州の暮らしを知ろう～ 

岡山県津山市 ２．移住・定住相談・イベント 

平成28年11月7日 美幌町移住・定住ポータルサイト 北海道美幌町 １．移住・定住支援（補助・助成等）、３．移住

体験、６．改修・リフォーム 

平成28年11月7日 町営住宅入居者募集のご案内 三重県南伊勢町 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年11月7日 [新着情報]空き家情報 深川一已地区賃貸住

宅物件番号29を掲載しました。 

北海道深川市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等） 

平成28年11月7日 市営住宅入居者募集抽選結果について 広島県尾道市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年11月7日 町営住宅入居者募集のご案内 三重県南伊勢町 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年11月7日 市営住宅入居者募集抽選結果について 広島県尾道市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年11月7日 美幌町移住・定住ポータルサイト 北海道美幌町 １．移住・定住支援（補助・助成等）、３．移住

体験、６．改修・リフォーム 

平成28年11月8日 「田舎の暮らし方ブログ」始めました。 北海道新ひだか町 ３．移住体験 

平成28年11月8日 宮崎移住・二地域居住体験施設「ｌａｕｇｈ－ｌａ

（ラフーラ）」 

福井県越前町 ３．移住体験 

平成28年11月8日 越前移住・二地域居住体験施設「Ｍｏｈａｇｅ（モ

ハージュ）」 

福井県越前町 ３．移住体験 

平成28年11月8日 越前町移住・二地域居住体験施設 福井県越前町 ３．移住体験 

平成28年11月8日 空き家バンク 岩手県洋野町 ４．物件情報（公的賃貸住宅等） 

平成28年11月8日 空き家情報 売-11 新潟県魚沼市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等） 

平成28年11月8日 市営住宅の募集について知りたい。 神奈川県横須賀市 ５．公営住宅の入居募集 

平成28年11月9日 11月26日（土曜日）27日（日曜日）くまもとの子

育てをテーマに『くまもと移住相談会』を開催し

ます！ 

熊本県 ２．移住・定住相談・イベント 

平成28年11月9日 市営住宅抽選結果（平成28年11月募集分） 鳥取県米子市 ５．公営住宅の入居募集 

平成28年11月10日 愛媛県UIターン転職相談会の開催について 愛媛県 ２．移住・定住相談・イベント 

平成28年11月10日 子育て世帯向け地域優良賃貸住宅の入居者

募集中（2016.11.10） 

広島県竹原市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等） 

平成28年11月10日 平成28年度第3回青森市営住宅入居者選考委

員会の会議概要 

青森県青森市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等） 

平成28年11月11日 区営住宅駐車場の使用者を募集します（28年

11月11日） 

東京都杉並区 ５．公営住宅の入居募集 

平成28年11月11日 市営住宅の定期募集の申込手続き 神奈川県横須賀市 ５．公営住宅の入居募集 

平成28年11月14日 移住フェアin東京に参加します（終了しました） 大分県宇佐市 ２．移住・定住相談・イベント 

平成28年11月14日 信州駒ヶ根「晩秋」体感2016 長野県駒ヶ根市 ３．移住体験 

平成28年11月14日 市営住宅の入居者募集について 山口県周南市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年11月14日 市営住宅入居者募集（11月定期・随時募集） 岩手県花巻市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 
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平成28年11月14日 市営住宅入居者募集(随時分)について 広島県尾道市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年11月14日 市営住宅の入居者募集について 山口県周南市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年11月14日 市営住宅入居者募集（11月定期・随時募集） 岩手県花巻市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年11月14日 市営住宅入居者募集(随時分)について 広島県尾道市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年11月15日 移住・交流＆地域おこしフェア 兵庫県新温泉町 ２．移住・定住相談・イベント 

平成28年11月15日 移住支援情報 山形県尾花沢市 ２．移住・定住相談・イベント 

平成28年11月15日 定住促進プロモーションの一環として「豊田の

暮らし体感ツアー」を開催 

愛知県豊田市 ２．移住・定住相談・イベント 

平成28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（平成28年11月募集） 

山口県周防大島町 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年11月15日 空き家情報 岩手県葛巻町 ２．移住・定住相談・イベント、４．物件情報

（公的賃貸住宅等） 

平成28年11月15日 基町住宅地区の活性化を支援する学生の基町

アパート入居者を募集します。（都市整備局住

宅整備課基町住宅担当） 

広島県広島市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等） 

平成28年11月15日 先着順により県営住宅の入居者を募集します 愛知県 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年11月15日 市営住宅の入居者募集 福井県あわら市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年11月15日 市営住宅入居者募集を更新しました。 秋田県にかほ市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28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（平成28年11月募集） 

山口県周防大島町 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年11月15日 先着順により県営住宅の入居者を募集します 愛知県 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年11月15日 村営住宅入居希望者募集について 沖縄県東村 ５．公営住宅の入居募集 

平成28年11月15日 市営住宅の入居者募集 福井県あわら市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年11月15日 市営住宅入居者募集を更新しました。 秋田県にかほ市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年11月16日 「東京の真ん中で大仙市をアピール」 福島県鏡石町 １．移住・定住支援（補助・助成等）、２．移

住・定住相談・イベント 

平成28年11月16日 移住相談会 福岡県岡垣町 １．移住・定住支援（補助・助成等）、２．移

住・定住相談・イベント 

平成28年11月16日 【参加者募集！】１１/２６（土）～２７（日）「なんと

移住体験ツアーin利賀」 

富山県南砺市 ２．移住・定住相談・イベント、３．移住体験 

平成28年11月16日 「東京の真ん中で大仙市をアピール」 秋田県大仙市 １．移住・定住支援（補助・助成等）、２．移

住・定住相談・イベント 

平成28年11月16日 移住相談会 秋田県大仙市 １．移住・定住支援（補助・助成等）、２．移

住・定住相談・イベント 

平成28年11月16日 【移住フェア情報】12月10日（大阪）・12月11日

（東京） 

高知県香南市 ２．移住・定住相談・イベント 

平成28年11月16日 【参加者募集！】１１/２６（土）～２７（日）「なんと

移住体験ツアーin利賀」 

富山県南砺市 ２．移住・定住相談・イベント、３．移住体験 

平成28年11月16日 平成28年12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 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年11月16日 市営住宅入居者募集について 沖縄県沖縄市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年11月16日 平成28年12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 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年11月16日 市営住宅入居者募集について 沖縄県沖縄市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年11月17日 柏原市へ移住をお考えの方へ 福島県三春町 １．移住・定住支援（補助・助成等） 

平成28年11月17日 にかほ市移住・Uターン・お仕事支援ポータル

サイト「にかほーむ」を公開しました！ 

福島県桑折町 １．移住・定住支援（補助・助成等） 

平成28年11月17日 ちょこっと暮らし（移住体験住宅） 北海道小清水町 ３．移住体験 

平成28年11月17日 特定公共賃貸住宅（空家）入居者募集 - お知

らせ 

京都府福知山市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等） 

平成28年11月17日 市営住宅（空家）入居者募集 - お知らせ 京都府福知山市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 
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配信日 タイトル 地方自治体 定住支援施策のカテゴリー区分 

平成28年11月17日 県営住宅（市外）の入居者募集（平成２８年１１

月） 

兵庫県篠山市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年11月17日 東串良町公営（町営）住宅空き情報 鹿児島県東串良町 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年11月17日 市営住宅（空家）入居者募集 - お知らせ 京都府福知山市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年11月17日 県営住宅（市外）の入居者募集（平成２８年１１

月） 

兵庫県篠山市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年11月17日 東串良町公営（町営）住宅空き情報 鹿児島県東串良町 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年11月18日 第４回移住者交流会を開催します 長野県駒ヶ根市 ２．移住・定住相談・イベント 

平成28年11月18日 空き家バンクへの登録物件一覧（姫路市） 兵庫県姫路市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等） 

平成28年11月18日 町営住宅の入居者募集について（11月15日登

録） 

北海道長沼町 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年11月18日 特公賃住宅「桑野山団地」入居者募集 静岡県川根本町 ４．物件情報（公的賃貸住宅等） 

平成28年11月18日 「若者定住促進住宅」入居者募集 静岡県川根本町 ４．物件情報（公的賃貸住宅等） 

平成28年11月18日 「町営住宅」入居者募集 静岡県川根本町 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年11月18日 町営住宅の入居者募集について（11月15日登

録） 

北海道長沼町 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年11月18日 市営住宅鵜ノ木団地B棟の入居希望者を募集

します！ 

埼玉県狭山市 ５．公営住宅の入居募集 

平成28年11月18日 「町営住宅」入居者募集 静岡県川根本町 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年11月21日 『南伊勢町で田舎満喫体験！』参加者募集 三重県南伊勢町 ２．移住・定住相談・イベント、３．移住体験 

平成28年11月21日 12月4日(日曜日）銀座熊本館で「くまもと移住カ

フェ」を開催します！ 

熊本県 ２．移住・定住相談・イベント 

平成28年11月21日 伊豆の国市移住体験ツアーを開催します 静岡県伊豆の国市 ２．移住・定住相談・イベント、３．移住体験 

平成28年11月21日 『南伊勢町で田舎満喫体験！』参加者募集 三重県南伊勢町 ２．移住・定住相談・イベント、３．移住体験 

平成28年11月21日 伊豆の国市移住体験ツアーを開催します 静岡県伊豆の国市 ２．移住・定住相談・イベント、３．移住体験 

平成28年11月21日 市営住宅入居者募集(期間11月21日~30日) 長野県駒ヶ根市 ５．公営住宅の入居募集 

平成28年11月21日 市営住宅入居者募集（期間11月21日~30日） 長野県駒ヶ根市 ５．公営住宅の入居募集 

平成28年11月21日 市営住宅入居者募集(期間11月21日~30日) 長野県駒ヶ根市 ５．公営住宅の入居募集 

平成28年11月21日 市営住宅入居者募集（期間11月21日~30日） 長野県駒ヶ根市 ５．公営住宅の入居募集 

平成28年11月22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 ２．移住・定住相談・イベント 

平成28年11月22日 北海道暮らしフェア2016東京開催に出展しまし

た 

北海道森町 ２．移住・定住相談・イベント 

平成28年11月22日 [新着情報]深川市への移住・定住のご案内 北海道深川市 ２．移住・定住相談・イベント 

平成28年11月22日 【東京・12月18日開催】愛あるえひめ暮らしフェ

アの開催について 

愛媛県 ２．移住・定住相談・イベント 

平成28年11月22日 ＼都心に近い 田舎で暮らそう／ 新潟・福島・

茨城・栃木・群馬「５県合同移住相談会」（平成

28年12月10日）について 

群馬県 ２．移住・定住相談・イベント 

平成28年11月22日 県営災害公営住宅（大船渡市内3団地）入居者

随時募集について 

岩手県 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年11月22日 中堅所得者向け区民住宅（区建設型）のあき家

入居者を募集します（先着順） 

東京都墨田区 ４．物件情報（公的賃貸住宅等） 

平成28年11月22日 県営災害公営住宅（大船渡市内3団地）入居者

随時募集について 

岩手県 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年11月23日 「おおえ、暮らし体験」移住体験プログラムの参

加者を募集します 

山形県大江町 ２．移住・定住相談・イベント、３．移住体験 

平成28年11月23日 「おおえ、暮らし体験」移住体験プログラムの参

加者を募集します 

山形県大江町 ２．移住・定住相談・イベント、３．移住体験 

平成28年11月23日 「おおえ、暮らし体験」移住体験プログラムの参

加者を募集します 

山形県大江町 ２．移住・定住相談・イベント、３．移住体験 

平成28年11月23日 「おおえ、暮らし体験」移住体験プログラムの参

加者を募集します 

山形県大江町 ２．移住・定住相談・イベント、３．移住体験 

平成28年11月24日 米子市移住者交流会を開催しました！ 鳥取県米子市 ２．移住・定住相談・イベント 

平成28年11月24日 市営住宅入居者募集 富山県南砺市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年11月24日 岩手県災害公営住宅（大船渡市内３団地）入

居者募集について 

 

岩手県久慈市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 
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配信日 タイトル 地方自治体 定住支援施策のカテゴリー区分 

平成28年11月24日 県営住宅入居者募集（平成28年度第3回）の抽

選結果について 

徳島県 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年11月24日 特定優良賃貸住宅型区民住宅【平成28年度あ

き家入居登録者追加募集中】 

東京都文京区 ４．物件情報（公的賃貸住宅等） 

平成28年11月24日 久留米市：特定優良賃貸住宅申請書類等（三

者契約） 

福岡県久留米市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等） 

平成28年11月24日 久留米市：特定優良賃貸住宅申請書類等（入

居申込） 

福岡県久留米市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等） 

平成28年11月24日 久留米市：特定優良賃貸住宅申請書類等（三

者契約報告） 

福岡県久留米市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等） 

平成28年11月24日 久留米市：久留米市特定優良賃貸住宅申請書

類等（管理業務者の変更） 

福岡県久留米市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等） 

平成28年11月24日 県営住宅について [建築住宅課 11月24日] 青森県 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年11月24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 ５．公営住宅の入居募集 

平成28年11月24日 市営住宅入居者募集 富山県南砺市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年11月24日 岩手県災害公営住宅（大船渡市内３団地）入

居者募集について 

岩手県久慈市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年11月24日 県営住宅入居者募集（平成28年度第3回）の抽

選結果について 

徳島県 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年11月24日 復興公営住宅第５期募集に係る再募集のお知

らせ 

福島県 ５．公営住宅の入居募集 

平成28年11月24日 県営住宅について [建築住宅課 11月24日] 青森県 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年11月25日 町営住宅入居者の募集について｜お知らせ｜

北海道十勝郡浦幌町 

北海道浦幌町 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年11月25日 空き地物件一覧 徳島県上板町 ４．物件情報（公的賃貸住宅等） 

平成28年11月25日 空き地物件一覧 徳島県上板町 ４．物件情報（公的賃貸住宅等） 

平成28年11月25日 固定資産税の減額措置制度のお知らせ 栃木県壬生町 ４．物件情報（公的賃貸住宅等） 

平成28年11月25日 空き家等情報バンク登録物件（平成28年11月

24日現在） 

栃木県大田原市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等） 

平成28年11月25日 市営住宅入居者募集 栃木県宇都宮市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年11月25日 特定優良賃貸住宅・高齢者向け優良賃貸住宅

空家入居待機登録者募集 

神奈川県横須賀市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等） 

平成28年11月25日 子育て世帯が市営住宅に入りやすくなりました 神奈川県横須賀市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等） 

平成28年11月25日 町営住宅湯ノ原団地の入居者を募集します 長野県山ノ内町 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年11月25日 市営住宅入居者募集一覧（平成28年12月分） 鳥取県米子市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年11月25日 町営住宅入居者の募集について｜お知らせ｜

北海道十勝郡浦幌町 

北海道浦幌町 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年11月25日 市営住宅入居者募集 栃木県宇都宮市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年11月25日 １２月の市営住宅募集のご案内 福井県越前市 ５．公営住宅の入居募集 

平成28年11月25日 町営住宅湯ノ原団地の入居者を募集します 長野県山ノ内町 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年11月25日 市営住宅入居者募集一覧（平成28年12月分） 鳥取県米子市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年11月28日 “すむ・奈良・ほっかつ！”移住プロジェクトの公

式ホームページ開設！ 

奈良県河合町 ２．移住・定住相談・イベント 

平成28年11月28日 【移住相談会情報】10 月～3月 縁あっていと

いがわ暮らし 

新潟県糸魚川市 ２．移住・定住相談・イベント 

平成28年11月28日 大阪、東京で開催される移住相談会に北川村

も参加します！！ 

高知県北川村 ２．移住・定住相談・イベント 

平成28年11月28日 移住体験ツアー「心のふるさと“宮崎県・えびの

市’’で田舎体験３日間」を実施しました 

 

宮崎県えびの市 ３．移住体験 

平成28年11月28日 市営住宅（空家）入居者募集 - 市民のみなさ

まへ 

京都府福知山市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年11月28日 県営住宅について [建築住宅課 11月28日] 青森県 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 
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配信日 タイトル 地方自治体 定住支援施策のカテゴリー区分 

平成28年11月28日 市営住宅（空家）入居者募集 - 市民のみなさ

まへ 

京都府福知山市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年11月28日 県営住宅について [建築住宅課 11月28日] 青森県 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年11月28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 ６．改修・リフォーム 

平成28年11月29日 京都市「空き家活用×移住促進」イベント～リノ

ベーションで始める京都暮らしin東京～（都市

計画局） 

京都府京都市 ２．移住・定住相談・イベント６．改修・リフォー

ム 

平成28年11月29日 [新着情報]名寄市移住相談会を東京都杉並区

で開催します（12月18日） 

北海道名寄市 ２．移住・定住相談・イベント 

平成28年11月29日 県営・町営住宅入居者募集（H28年12月分） 大分県日出町 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年11月29日 住宅改修費と福祉用具購入費の受領委任払い

の方法が変わりました。 

山梨県甲府市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等） 

平成28年11月29日 空き家情報 売-12 新潟県魚沼市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等） 

平成28年11月29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 ４．物件情報（公的賃貸住宅等） 

平成28年11月29日 県営・町営住宅入居者募集（H28年12月分） 大分県日出町 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年11月29日 府営住宅の1２月募集を実施します 大阪府 ５．公営住宅の入居募集 

平成28年11月29日 京都市「空き家活用×移住促進」イベント～リノ

ベーションで始める京都暮らしin東京～（都市

計画局） 

京都府京都市 ２．移住・定住相談・イベント６．改修・リフォー

ム 

平成28年11月30日 【12月の西播磨暮らし相談会のお知らせ】 兵庫県佐用町 ２．移住・定住相談・イベント 

平成28年11月30日 東京で『ふくおかよかとこ発見移住セミナー』を

開催します！ 

福岡県行橋市 ２．移住・定住相談・イベント 

平成28年11月30日 12月市営住宅入居者募集 兵庫県養父市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年11月30日 市営住宅の入居者の公募終了について 岐阜県羽島市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等） 

平成28年11月30日 県営災害公営住宅（宮古市内3団地）入居者随

時募集について 

岩手県 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年11月30日 町営住宅入居者募集案内 高知県佐川町 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年11月30日 12月市営住宅入居者募集 兵庫県養父市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年11月30日 県営災害公営住宅（宮古市内3団地）入居者随

時募集について 

岩手県 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年11月30日 町営住宅入居者募集案内 高知県佐川町 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年12月1日 住宅ローン等の特別金利の取扱いを開始しま

した 

福島県 １．移住・定住支援（補助・助成等） 

平成28年12月1日 神戸で開催される移住相談会に参加します 大分県宇佐市 ２．移住・定住相談・イベント 

平成28年12月1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 ２．移住・定住相談・イベント 

平成28年12月1日 12/11(日)北信州いいやま 田舎暮らし移住相

談会 in 銀座NAGANO開催します！ 

長野県飯山市 ２．移住・定住相談・イベント 

平成28年12月1日 とっとりWEST移住ポータルサイトを開設しまし

た 

鳥取県日野町 ２．移住・定住相談・イベント 

平成28年12月1日 とっとりWEST移住ポータルサイトを開設しまし

た 

鳥取県米子市 ２．移住・定住相談・イベント 

平成28年12月1日 ふるさと回帰支援センター（東京）で移住相談

会を開催します（12/10(土)） 

鳥取県鳥取市 ２．移住・定住相談・イベント 

平成28年12月1日 「おためし移住」してみませんか？（平成29年度

１次申込みおよび平成28年度2次申込受付中） 

 

北海道北広島市 ３．移住体験 

平成28年12月1日 定住促進住宅入居者募集 兵庫県佐用町 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、６．改修・リ

フォーム 

平成28年12月1日 市営住宅・県営住宅の入居者を募集します 兵庫県赤穂市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年12月1日 特定公共賃貸住宅（単身向）の入居者募集の

お知らせ 

北海道猿払村 ４．物件情報（公的賃貸住宅等） 

平成28年12月1日 特定公共賃貸住宅（世帯向）の入居者募集の

お知らせ 

北海道猿払村 ４．物件情報（公的賃貸住宅等） 

平成28年12月1日 公営住宅 - 坂戸市 埼玉県坂戸市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等） 
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配信日 タイトル 地方自治体 定住支援施策のカテゴリー区分 

平成28年12月1日 市営住宅入居者募集 宮城県石巻市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年12月1日 市営住宅・特定公共賃貸住宅 空家・入居待ち

状況 

山梨県都留市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28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1日（木）～12月15日（木）】 

新潟県燕市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年12月1日 平成28年度第５回県営住宅入居者募集(ポイン

ト方式)について 

福岡県篠栗町 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年12月1日 復興公営住宅の入居者の募集（１２月定期募

集）のお知らせ 

福島県 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年12月1日 市営住宅入居者募集(１２月募集) 高知県香南市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年12月1日 市営住宅・県営住宅の入居者を募集します 兵庫県赤穂市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年12月1日 公営住宅入居申込について（12月募集） 北海道北見市 ５．公営住宅の入居募集 

平成28年12月1日 公営住宅の入居希望者募集 北海道知内町 ５．公営住宅の入居募集 

平成28年12月1日 １２月の公営住宅募集情報 大分県宇佐市 ５．公営住宅の入居募集 

平成28年12月1日 市営住宅入居者募集 宮城県石巻市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28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1日（木）～12月15日（木）】 

新潟県燕市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年12月1日 村営住宅入居希望者募集について 沖縄県東村 ５．公営住宅の入居募集 

平成28年12月1日 町営住宅の募集について（１２月） 石川県能登町 ５．公営住宅の入居募集 

平成28年12月1日 平成28年度第５回県営住宅入居者募集(ポイン

ト方式)について 

福岡県篠栗町 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年12月1日 復興公営住宅の入居者の募集（１２月定期募

集）のお知らせ 

福島県 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年12月1日 市営住宅のご案内（12月定期募集） 長野県大町市 ５．公営住宅の入居募集 

平成28年12月1日 市営住宅入居者募集(１２月募集) 高知県香南市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年12月1日 定住促進住宅入居者募集 兵庫県佐用町 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、６．改修・リ

フォーム 

平成28年12月2日 移住体験住宅の体験者募集について｜移住・

定住相談窓口｜北海道十勝郡浦幌町 

北海道浦幌町 ２．移住・定住相談・イベント、３．移住体験 

平成28年12月2日 山梨市移住定住ポータルサイト「山梨市移住計

画」の開設について 

山梨県 ２．移住・定住相談・イベント 

平成28年12月2日 １２月に実施する移住促進イベントのご案内 岐阜県 ２．移住・定住相談・イベント 

平成28年12月2日 12/23(金・祝)北信州いいやま 田舎暮らし移住

相談会 in 銀座NAGANOを開催します！ 

長野県飯山市 ２．移住・定住相談・イベント 

平成28年12月2日 移住体験住宅の体験者募集について｜移住・

定住相談窓口｜北海道十勝郡浦幌町 

北海道浦幌町 ２．移住・定住相談・イベント、３．移住体験 

平成28年12月2日 町営住宅入居者募集 | みなかみ町 群馬県みなかみ町 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年12月2日 町営住宅入居者募集 | みなかみ町 群馬県みなかみ町 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年12月3日 （記者発表資料）下関市移住・定住総合窓口の

開設について 

山口県下関市 ２．移住・定住相談・イベント 

平成28年12月5日 移住体験住宅に住んでみませんか？ 福島県会津若松市 ２．移住・定住相談・イベント、３．移住体験 

平成28年12月5日 １２月１０日（土曜日）東京でセミナー開催！長

野市への移住をお考えの方へ 

長野県長野市 ２．移住・定住相談・イベント 

平成28年12月5日 １月１５日（日曜日）JOIN移住・交流＆地域おこ

しフェア（東京）に参加します 

長野県長野市 ２．移住・定住相談・イベント 

平成28年12月5日 移住体験住宅に住んでみませんか？ 福島県会津若松市 ２．移住・定住相談・イベント、３．移住体験 

平成28年12月5日 空き家バンク登録物件一覧表 山梨県甲斐市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等） 

平成28年12月5日 空き家情報 物件番号28-1-8 【中心市街地

周辺】【鼎地区】【売買・賃貸】 

長野県飯田市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等） 

平成28年12月6日 定住相談会のお知らせ 兵庫県赤穂市 ２．移住・定住相談・イベント 

平成28年12月6日 １２月２３日（金・祝）「びんご定住フェア」を開催

します！ 

広島県福山市 ２．移住・定住相談・イベント 

平成28年12月6日 移住体験住宅に住んでみませんか？ 福島県会津若松市 ２．移住・定住相談・イベント、３．移住体験 

平成28年12月6日 １月２１日（土曜日）、２２日（日曜日） 「ぐるっと

ながの移住体験ツアー第２弾」を開催します 

 

長野県長野市 ２．移住・定住相談・イベント、３．移住体験 

平成28年12月6日 移住体験住宅に住んでみませんか？ 福島県会津若松市 ２．移住・定住相談・イベント、３．移住体験 
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平成28年12月6日 １月２１日（土曜日）、２２日（日曜日） 「ぐるっと

ながの移住体験ツアー第２弾」を開催します 

長野県長野市 ２．移住・定住相談・イベント、３．移住体験 

平成28年12月6日 岩手県災害公営住宅（宮古市内３団地）入居

者募集について 

岩手県久慈市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年12月6日 岩手県災害公営住宅（宮古市内３団地）入居

者募集について 

岩手県久慈市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年12月6日 岩手県災害公営住宅（宮古市内３団地）入居

者募集について 

岩手県久慈市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年12月6日 岩手県災害公営住宅（宮古市内３団地）入居

者募集について 

岩手県久慈市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年12月7日 会津若松暮らし体験ツアー～冬ならではの会

津を堪能しに来てみらんしょ～参加者募集！ 

福島県会津若松市 ２．移住・定住相談・イベント、３．移住体験 

平成28年12月7日 移住体験住宅に住んでみませんか？ 福島県会津若松市 ２．移住・定住相談・イベント、３．移住体験 

平成28年12月7日 1/7(土)北信州いいやま 田舎暮らし移住相談

会 in 銀座NAGANOを開催します！ 

長野県飯山市 ２．移住・定住相談・イベント 

平成28年12月7日 会津若松暮らし体験ツアー～冬ならではの会

津を堪能しに来てみらんしょ～参加者募集！ 

福島県会津若松市 ２．移住・定住相談・イベント、３．移住体験 

平成28年12月7日 移住体験住宅に住んでみませんか？ 福島県会津若松市 ２．移住・定住相談・イベント、３．移住体験 

平成28年12月7日 平成28年度 住宅リフォーム補助制度について 山形県真室川町 ４．物件情報（公的賃貸住宅等） 

平成28年12月7日 子育て世帯向け地域優良賃貸住宅の入居者

募集中（2016.12.7） 

広島県竹原市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等） 

平成28年12月7日 郵便での諸証明の取り寄せ要領 福岡県行橋市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等） 

平成28年12月7日 郵便での諸証明の取り寄せ要領 福岡県行橋市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等） 

平成28年12月8日 美幌町まちづくり参画プロジェクト（学生による

まちづくり） 

福島県泉崎村 １．移住・定住支援（補助・助成等）、２．移

住・定住相談・イベント 

平成28年12月8日 美幌町まちづくり参画プロジェクト（学生による

まちづくり） 

北海道美幌町 １．移住・定住支援（補助・助成等）、２．移

住・定住相談・イベント 

平成28年12月8日 第9回移住者トークセッションを開催します 奈良県 ２．移住・定住相談・イベント 

平成28年12月8日 大阪市で「えひめ愛らんどマルシェ2016」を開

催 

愛媛県 ２．移住・定住相談・イベント 

平成28年12月8日 県営住宅（市外）の入居者募集（平成２８年１２

月） 

兵庫県篠山市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年12月8日 公営住宅の入居者を募集しています 北海道小清水町 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年12月8日 地域特別賃貸住宅の入居者を募集しています 北海道小清水町 ４．物件情報（公的賃貸住宅等） 

平成28年12月8日 [新着情報]空き家情報 深川一已地区賃貸ア

パート物件番号318・319を掲載しました。 

北海道深川市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等） 

平成28年12月8日 空き家物件一覧 徳島県上板町 ４．物件情報（公的賃貸住宅等） 

平成28年12月8日 空き家物件一覧 徳島県上板町 ４．物件情報（公的賃貸住宅等） 

平成28年12月8日 空き家物件一覧 徳島県上板町 ４．物件情報（公的賃貸住宅等） 

平成28年12月8日 県営住宅（市外）の入居者募集（平成２８年１２

月） 

兵庫県篠山市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年12月8日 公営住宅の入居者を募集しています 北海道小清水町 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年12月8日 市営住宅抽選結果（平成28年12月募集分） 鳥取県米子市 ５．公営住宅の入居募集 

平成28年12月9日 2月25日（土曜日）大阪市内、3月25日（土曜

日）神戸市内で東備西播合同定住相談会を開

催します。 

兵庫県赤穂市 ２．移住・定住相談・イベント 

平成28年12月9日 ぐるっとながの移住体験ツアー 第２弾 参加者

募集 

長野県千曲市 ３．移住体験 

平成28年12月9日 今月の市営住宅の募集は終了しました。 福井県越前市 ５．公営住宅の入居募集 

平成28年12月12日 ＪＯＩＮ移住交流＆地域おこしフェアin東京に参

加します 

大分県宇佐市 ２．移住・定住相談・イベント 

平成28年12月12日 おかやま合同移住相談会に津山市も参加しま

す 

岡山県津山市 ２．移住・定住相談・イベント 

平成28年12月12日 JOIN移住・交流＆地域おこしフェアに参加しま

す 

愛媛県四国中央市 ２．移住・定住相談・イベント 

平成28年12月12日 住む・働く・鳥取県移住フェアin東京が開催され

ます！（平成29 年1月14日） 

鳥取県米子市 ２．移住・定住相談・イベント 

平成28年12月12日 町営住宅等の空き家情報 H28.12.12 島根県邑南町 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年12月12日 住宅改修・福祉用具購入の受領委任払い利用

手続き 

 

新潟県村上市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等） 
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配信日 タイトル 地方自治体 定住支援施策のカテゴリー区分 

平成28年12月12日 個人住民税住宅ローン特別控除制度の手続き 長野県駒ヶ根市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等） 

平成28年12月12日 町営住宅等の空き家情報 H28.12.12 島根県邑南町 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年12月13日 宮城県・広島県共同移住フェアを開催します 宮城県白石市 ２．移住・定住相談・イベント 

平成28年12月13日 JOIN 移住・交流＆地域おこしフェアに出展し

ます 

宮城県白石市 ２．移住・定住相談・イベント 

平成28年12月13日 （記者発表資料）下関市移住・定住総合窓口の

開設について 

山口県下関市 ２．移住・定住相談・イベント 

平成28年12月13日 【イベント】１２月２３日（金・祝） 有楽町にて，び

んご定住フェア開催のお知らせ 

広島県 ２．移住・定住相談・イベント 

平成28年12月13日 びんご定住フェア 広島県 ２．移住・定住相談・イベント 

平成28年12月13日 住む・働く・鳥取県移住フェアin大阪へ出展しま

す 

鳥取県三朝町 ２．移住・定住相談・イベント 

平成28年12月13日 『移住体験おためしツアー（雪国体験）』参加者

募集！ - まちづくり 

福島県南会津町 ３．移住体験 

平成28年12月13日 東日本大震災により自主避難されている方々

への支援策を実施しています。 

新潟県 ４．物件情報（公的賃貸住宅等） 

平成28年12月13日 市営住宅入居者募集を更新しました。 秋田県にかほ市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年12月13日 村営住宅「野友団地（下神田）長屋住宅３号

棟」入居者募集開始 

高知県北川村 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年12月13日 市営住宅入居者募集を更新しました。 秋田県にかほ市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年12月13日 村営住宅「野友団地（下神田）長屋住宅３号

棟」入居者募集開始 

高知県北川村 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年12月14日 「JOIN移住・交流＆地域おこしフェア」に移住・

交流相談ブースを出展します!! 

青森県青森市 ２．移住・定住相談・イベント 

平成28年12月14日 住む・働く・鳥取県 移住フェアin東京【開催日：

1月14日】に参加します 

鳥取県岩美町 ２．移住・定住相談・イベント 

平成28年12月14日 住む・働く・鳥取県移住フェアin大阪が開催され

ます！（平成29 年2月18日） 

鳥取県米子市 ２．移住・定住相談・イベント 

平成28年12月14日 住む・働く・鳥取県移住フェアin東京が開催され

ます！（平成29 年2月18日） 

鳥取県米子市 ２．移住・定住相談・イベント 

平成28年12月14日 市営住宅入居者募集（12月定期・随時募集） 岩手県花巻市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年12月14日 締め切り迫る！市営住宅鵜ノ木団地B棟の入

居希望者を募集！ 

埼玉県狭山市 ５．公営住宅の入居募集 

平成28年12月14日 市営住宅入居者募集（12月定期・随時募集） 岩手県花巻市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年12月15日 市営住宅入居者募集のお知らせ（受付は終了

しました） 

大阪府箕面市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年12月15日 新婚世帯の民間賃貸住宅家賃補助制度 福岡県芦屋町 ４．物件情報（公的賃貸住宅等） 

平成28年12月15日 子育て世帯の民間賃貸住宅家賃補助制度 福岡県芦屋町 ４．物件情報（公的賃貸住宅等） 

平成28年12月15日 東串良町公営（町営）住宅空き情報 鹿児島県東串良町 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年12月15日 市営住宅入居者募集のお知らせ（受付は終了

しました） 

大阪府箕面市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年12月15日 東串良町公営（町営）住宅空き情報 鹿児島県東串良町 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年12月16日 【参加者募集】２/１１（土）～１２（日）「なんと移

住体験ツアー まちの暮らし編」 

富山県南砺市 ２．移住・定住相談・イベント、３．移住体験 

平成28年12月16日 「JOIN 移住・交流＆地域おこしフェア」に熊本

県も出展します。 

熊本県 ２．移住・定住相談・イベント 

平成28年12月16日 秋田の「くらし×しごと」交流会に参加してみま

せんか 

秋田県大仙市 ２．移住・定住相談・イベント 

平成28年12月16日 平成29年度ちょっと暮らし体験募集要項を掲載

しました！ 

北海道新ひだか町 ３．移住体験 

平成28年12月16日 ちょっと暮らし体験 北海道新ひだか町 ３．移住体験 

平成28年12月16日 ちょっと暮らし体験 北海道新ひだか町 ３．移住体験 

平成28年12月16日 【参加者募集】２/１１（土）～１２（日）「なんと移

住体験ツアー まちの暮らし編」 

富山県南砺市 ２．移住・定住相談・イベント、３．移住体験 

平成28年12月16日 地域優良賃貸住宅について 大分県九重町 ４．物件情報（公的賃貸住宅等） 

平成28年12月19日 「宮城県・広島県共同移住フェア」に出展します 

 

広島県廿日市市 ２．移住・定住相談・イベント 
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配信日 タイトル 地方自治体 定住支援施策のカテゴリー区分 

平成28年12月19日 「JOIN移住交流＆地域おこしフェア」に出展し

ます 

広島県廿日市市 ２．移住・定住相談・イベント 

平成28年12月19日 住んでみんで徳島で！徳島県移住ＰＲ映像

「東京のこどもと徳島のこども」 

徳島県 ２．移住・定住相談・イベント 

平成28年12月19日 定住促進助成金 岐阜県笠松町 ４．物件情報（公的賃貸住宅等） 

平成28年12月19日 市営住宅の入居者募集 福井県あわら市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年12月19日 田篠市営住宅入居者募集！（ファミリー向け） 群馬県富岡市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年12月19日 鳥取県中部地震で被災した住宅の修繕を支援

します 

鳥取県境港市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等） 

平成28年12月19日 平成28年度市営住宅空家待ち募集抽選結果

について 

沖縄県うるま市 ５．公営住宅の入居募集 

平成28年12月19日 市営住宅の入居者募集 福井県あわら市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年12月19日 田篠市営住宅入居者募集！（ファミリー向け） 群馬県富岡市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年12月20日 住み替え相談会 開催決定 茨城県龍ケ崎市 ２．移住・定住相談・イベント、４．物件情報

（公的賃貸住宅等） 

平成28年12月20日 1/20(金)北信州いいやま 田舎暮らし移住相談

会 in 飯山市役所を開催します！ 

長野県飯山市 ２．移住・定住相談・イベント 

平成28年12月20日 移住イベント「ターンズカフェ とっとりWEST」が

東京で開催されます 

鳥取県米子市 ２．移住・定住相談・イベント 

平成28年12月20日 住み替え相談会 開催決定 茨城県龍ケ崎市 ２．移住・定住相談・イベント、４．物件情報

（公的賃貸住宅等） 

平成28年12月20日 市営住宅入居者募集(期間12月20日~28日) 長野県駒ヶ根市 ５．公営住宅の入居募集 

平成28年12月20日 市営住宅入居者募集(期間12月20日~28日) 長野県駒ヶ根市 ５．公営住宅の入居募集 

平成28年12月21日 [新着情報]市営住宅（北斗団地・若草団地）の

入居者を募集しています 

北海道名寄市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年12月21日 12月22日(木曜日)申込み締め切り！「市営住

宅鵜ノ木団地B棟」入居者募集中！ 

埼玉県狭山市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年12月21日 市営住宅入居者募集 富山県南砺市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年12月21日 空き家バンク登録物件一覧表 山梨県甲斐市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等） 

平成28年12月21日 災害公営住宅の入居者を募集します 岩手県田野畑村 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年12月21日 災害公営住宅の入居者を募集 岩手県田野畑村 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年12月21日 【随時募集】DIY市営住宅の入居者を募集しま

す 

福岡県大牟田市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年12月21日 [新着情報]市営住宅（北斗団地・若草団地）の

入居者を募集しています 

北海道名寄市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年12月21日 12月22日(木曜日)申込み締め切り！「市営住

宅鵜ノ木団地B棟」入居者募集中！ 

埼玉県狭山市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年12月21日 市営住宅入居者募集 富山県南砺市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年12月21日 災害公営住宅の入居者を募集します 岩手県田野畑村 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年12月21日 災害公営住宅の入居者を募集 岩手県田野畑村 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年12月21日 【随時募集】DIY市営住宅の入居者を募集しま

す 

福岡県大牟田市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年12月21日 復興公営住宅第５期再募集の応募状況につい

て 

福島県 ５．公営住宅の入居募集 

平成28年12月22日 倉敷市 東京事務所に移住相談コーナーを新

設しました！ 

岡山県倉敷市 ２．移住・定住相談・イベント 

平成28年12月22日 1/15（日）開催 『JOIN移住・交流&地域おこし

フェア』に出展します！ 

岩手県北上市 ２．移住・定住相談・イベント 

平成28年12月22日 JOIN 移住・交流＆地域おこしフェア に参加し

ます！ 【2017年1月15日/東京】 

鹿児島県十島村 ２．移住・定住相談・イベント 

平成28年12月22日 [新着情報]空き家情報 深川一已地区賃貸ア

パート物件番号199を掲載しました。 

 

北海道深川市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等） 

平成28年12月22日 平成29年度特定公共賃貸住宅入居者募集 岡山県津山市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等） 
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配信日 タイトル 地方自治体 定住支援施策のカテゴリー区分 

平成28年12月22日 平成29年度市営住宅（公営住宅）入居者募集 岡山県津山市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年12月22日 平成28年度特定公共賃貸住宅入居者募集 岡山県津山市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等） 

平成28年12月22日 市営住宅の入居者を募集します 岩手県奥州市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年12月22日 空き家物件一覧 徳島県上板町 ４．物件情報（公的賃貸住宅等） 

平成28年12月22日 空き地物件一覧 徳島県上板町 ４．物件情報（公的賃貸住宅等） 

平成28年12月22日 空き家物件一覧 徳島県上板町 ４．物件情報（公的賃貸住宅等） 

平成28年12月22日 市営住宅入居者募集 栃木県宇都宮市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年12月22日 災害町営住宅入居者募集のお知らせ 福島県新地町 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年12月22日 【市営住宅】入居者を募集中です 鹿児島県姶良市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年12月22日 平成29年度市営住宅（公営住宅）入居者募集 岡山県津山市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年12月22日 市営住宅の入居者を募集します 岩手県奥州市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年12月22日 平成28年度 第3回 市営住宅定期募集受付 愛知県一宮市 ５．公営住宅の入居募集 

平成28年12月22日 市営住宅入居者募集 栃木県宇都宮市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年12月22日 １月の市営住宅募集のご案内 福井県越前市 ５．公営住宅の入居募集 

平成28年12月22日 災害町営住宅入居者募集のお知らせ 福島県新地町 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年12月22日 【市営住宅】入居者を募集中です 鹿児島県姶良市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年12月23日 平成28年12月区民・特定住宅入居者公募抽選

結果 

東京都新宿区 ４．物件情報（公的賃貸住宅等） 

平成28年12月23日 平成28年11月区営住宅入居者公募抽選結果 東京都新宿区 ４．物件情報（公的賃貸住宅等） 

平成28年12月23日 平成28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 ５．公営住宅の入居募集 

平成28年12月26日 定住支援新着情報（お仕事）を掲載しました。 長野県千曲市 １．移住・定住支援（補助・助成等） 

平成28年12月26日 朝来市内企業による合同企業説明会 in 神戸 

の開催について 

兵庫県朝来市 ２．移住・定住相談・イベント 

平成28年12月26日 JOIN移住・交流＆地域おこしフェアに宇部市が

出展 

山口県宇部市 ２．移住・定住相談・イベント 

平成28年12月26日 JOIN移住・交流＆地域おこしフェアのお知らせ 秋田県にかほ市 ２．移住・定住相談・イベント 

平成28年12月26日 移住者交流会のお知らせ 静岡県伊豆の国市 ２．移住・定住相談・イベント 

平成28年12月26日 お試し滞在施設が予約状況を更新しました。 大分県豊後大野市 ３．移住体験 

平成28年12月26日 [新着情報]空き家情報 深川一已地区賃貸ア

パート物件番号139を掲載しました。 

北海道深川市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等） 

平成28年12月26日 川南町営住宅入居者募集 宮崎県川南町 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年12月26日 仮設住宅入居者に 魚沼の切り餅寄贈 福島県相馬市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等） 

平成28年12月26日 市営住宅入居者募集のお知らせ 平成２９年１

月募集 

高知県南国市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年12月26日 市営住宅入居者募集一覧（平成29年1月分） 鳥取県米子市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年12月26日 川南町営住宅入居者募集 宮崎県川南町 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年12月26日 市営住宅入居者募集のお知らせ 平成２９年１

月募集 

高知県南国市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年12月26日 市営住宅の詳細（平成２９年１月募集） 高知県南国市 ５．公営住宅の入居募集 

平成28年12月26日 市営住宅入居者募集一覧（平成29年1月分） 鳥取県米子市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年12月26日 「空き家バンク」とは 静岡県南伊豆町 ６．改修・リフォーム 

平成28年12月27日 移住・定住情報サイトを開設しました 富山県入善町 ２．移住・定住相談・イベント 

平成28年12月27日 県公社稲葉荘 兵庫県尼崎市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等） 

平成28年12月27日 時友長ノ手住宅2号棟（特定公共賃貸住宅） 兵庫県尼崎市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等） 

平成28年12月27日 [新着情報]市営住宅（若草団地）の入居者を募

集しています 

北海道名寄市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年12月27日 ◇◆平成28年度 市営住宅入居者募集（第4

回）◆◇ 

 

山形県尾花沢市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 
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配信日 タイトル 地方自治体 定住支援施策のカテゴリー区分 

平成28年12月27日 平成28年度第4回賃貸物件を活用した保育所

（本園）を整備・運営する法人の公募について 

愛知県名古屋市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等） 

平成28年12月27日 川根本町住宅リフォーム補助金のお知らせ 静岡県川根本町 ４．物件情報（公的賃貸住宅等） 

平成28年12月27日 鳥取県中部地震で被災した住宅等の建設・購

入・修繕を支援します 

鳥取県米子市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等） 

平成28年12月27日 [新着情報]市営住宅（若草団地）の入居者を募

集しています 

北海道名寄市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年12月27日 市営住宅入居募集にかかる抽選結果のお知ら

せ 

大阪府箕面市 ５．公営住宅の入居募集 

平成28年12月27日 ◇◆平成28年度 市営住宅入居者募集（第4

回）◆◇ 

山形県尾花沢市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成28年12月27日 北茨城市定住促進奨励金 茨城県北茨城市 ６．改修・リフォーム 

平成28年12月28日 ツール一覧 福島県南会津町 １．移住・定住支援（補助・助成等）、３．移住

体験 

平成28年12月28日 【大阪で初開催！】HIROBIRO.ひろしまin 

OSAKA 広島県ＵＩターン転職相談会を開催し

ます 

広島県 ２．移住・定住相談・イベント 

平成28年12月28日 住んでみんで徳島で！移住相談会ｉｎ大阪 徳島県 ２．移住・定住相談・イベント 

平成28年12月28日 【大阪・2月18日開催】愛あるえひめ暮らしフェア

の開催について 

愛媛県 ２．移住・定住相談・イベント 

平成28年12月28日 移住フェア出展情報 秋田県羽後町 ２．移住・定住相談・イベント 

平成28年12月28日 移住セミナー、空き家案内DAYを開催します 長野県伊那市 ２．移住・定住相談・イベント 

平成28年12月28日 お試し移住モニター募集について 徳島県三好市 ３．移住体験、６．改修・リフォーム 

平成28年12月28日 ツール一覧 秋田県羽後町 １．移住・定住支援（補助・助成等）、３．移住

体験 

平成28年12月28日 すぐに購入できる物件 【大道２号宿舎、大道３

号宿舎】 

大分県 ４．物件情報（公的賃貸住宅等） 

平成28年12月28日 拓洋台団地の宅地を分譲します 岩手県田野畑村 ４．物件情報（公的賃貸住宅等） 

平成28年12月28日 平成28年新潟県糸魚川市における大規模火

災で被災された方に民間賃貸住宅を借り上げ

て提供します。 

新潟県 ４．物件情報（公的賃貸住宅等） 

平成28年12月28日 世帯向住宅野田団地の入居者を募集します！ 鳥取県日野町 ４．物件情報（公的賃貸住宅等） 

平成28年12月28日 市営住宅のご案内（12月・１月随時募集） 長野県大町市 ５．公営住宅の入居募集 

平成28年12月28日 お試し移住モニター募集について 徳島県三好市 ３．移住体験、６．改修・リフォーム 

平成28年12月29日 H29年1月15日 JOIN移住・交流＆地域おこし

フェアに出展します。…お知らせ 

北海道利尻町 ２．移住・定住相談・イベント 

平成29年1月1日 市営住宅入居者募集 北海道歌志内市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成29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4日（水）～1月13日（金）まで】 

新潟県燕市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成29年1月1日 市営住宅入居者募集 北海道歌志内市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成29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4日（水）～1月13日（金）まで】 

新潟県燕市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成29年1月3日 市営住宅の入居者を募集します 鳥取県境港市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成29年1月3日 市営住宅の入居者を募集します 鳥取県境港市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成29年1月4日 『移住定住情報サイト・ピン！ト』を開設！ 福井県高浜町 ２．移住・定住相談・イベント 

平成29年1月4日 定住促進住宅入居者募集 兵庫県佐用町 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、６．改修・リ

フォーム 

平成29年1月4日 市営住宅入居者募集 兵庫県養父市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成29年1月4日 １月市営住宅入居者募集 兵庫県養父市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成29年1月4日 県営・町営住宅入居者募集（H29年1月分） 大分県日出町 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成29年1月4日 現在の空き室状況 宮崎県えびの市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成29年1月4日 市営住宅・特定公共賃貸住宅 空家・入居待ち

状況 

山梨県都留市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成29年1月4日 町営集合住宅（集合住宅「むすび荘」入居者募

集中） 

 

福井県池田町 ４．物件情報（公的賃貸住宅等） 
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配信日 タイトル 地方自治体 定住支援施策のカテゴリー区分 

平成29年1月4日 市営住宅入居者募集 兵庫県養父市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成29年1月4日 １月市営住宅入居者募集 兵庫県養父市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成29年1月4日 １月の公営住宅募集情報 大分県宇佐市 ５．公営住宅の入居募集 

平成29年1月4日 県営・町営住宅入居者募集（H29年1月分） 大分県日出町 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成29年1月4日 現在の空き室状況 宮崎県えびの市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成29年1月4日 笠岡市の市営住宅募集について 岡山県笠岡市 ５．公営住宅の入居募集 

平成29年1月4日 町営住宅の募集について（１月） 石川県能登町 ５．公営住宅の入居募集 

平成29年1月4日 定住促進住宅入居者募集 兵庫県佐用町 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、６．改修・リ

フォーム 

平成29年1月5日 定住支援の取組を続けます 滋賀県多賀町 １．移住・定住支援（補助・助成等） 

平成29年1月5日 『さっぽろ圏移住フェア』を開催！[1月27日

（金）・28日（土） 東京] 

北海道江別市 ２．移住・定住相談・イベント 

平成29年1月5日 1月15日（日）東京ビッグサイトで移住・交流フェ

ア開催！ 

山形県白鷹町 ２．移住・定住相談・イベント 

平成29年1月5日 JOIN移住・交流＆地域おこしフェアに参加して

みませんか 

秋田県大仙市 ２．移住・定住相談・イベント 

平成29年1月5日 「雪国暮らしツアー ～山形県大江町への移住

体験～」の参加者を募集します 

山形県大江町 ３．移住体験 

平成29年1月5日 空き家等情報バンク登録物件（平成29年1月4

日現在） 

栃木県大田原市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等） 

平成29年1月5日 空き家情報 物件番号：28-1-2【中心市街地】

【羽場地区】【賃貸5万円】 

長野県飯田市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等） 

平成29年1月5日 世帯向住宅野田団地の入居者を募集します！ 鳥取県日野町 ４．物件情報（公的賃貸住宅等） 

平成29年1月6日 【催し】北海道の「移住情報」を発信！「北海道

ウィーク」が開催されます！ 

北海道 ２．移住・定住相談・イベント 

平成29年1月6日 【三笠市移住定住情報】JOIN移住・交流＆地域

おこしフェアに出展します 

北海道三笠市 ２．移住・定住相談・イベント 

平成29年1月6日 平成２９年１月に実施する移住促進イベントの

ご案内 

岐阜県 ２．移住・定住相談・イベント、３．移住体験 

平成29年1月6日 えひめ３市合同移住セミナーの開催について 愛媛県新居浜市 ２．移住・定住相談・イベント 

平成29年1月6日 １月２８日（土曜日）海の「石川」・山の「長野」合

同移住フェア（東京） 

長野県長野市 ２．移住・定住相談・イベント 

平成29年1月6日 平成２９年１月に実施する移住促進イベントの

ご案内 

岐阜県 ２．移住・定住相談・イベント、３．移住体験 

平成29年1月6日 とっとりWEST移住体験ツアー参加者募集 鳥取県日野町 ３．移住体験 

平成29年1月6日 市営住宅の入居者を募集します（1月6日から1

月20日まで） 

大阪府豊中市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成29年1月6日 公営住宅の入居希望者募集 北海道知内町 ５．公営住宅の入居募集 

平成29年1月6日 市営住宅の入居者を募集します（1月6日から1

月20日まで） 

大阪府豊中市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成29年1月6日 平成28年度 第3回 市営住宅定期募集住宅

一覧 

愛知県一宮市 ５．公営住宅の入居募集 

平成29年1月7日 【告知】東京で北海道の「移住情報」を発信！

「北海道ウィーク」開催！ 

北海道 ２．移住・定住相談・イベント 

平成29年1月10日 宮城県・広島県共同移住フェアを開催しました 宮城県白石市 ２．移住・定住相談・イベント 

平成29年1月10日 【今週末開催！】東京開催の移住相談会に参

加します 

鳥取県岩美町 ２．移住・定住相談・イベント 

平成29年1月10日 久留米市：久留米市への体験移住「トライアル

ステイ」を実施中です 

福岡県久留米市 ３．移住体験 

平成29年1月10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 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成29年1月10日 平成29年度糸満市営住宅入居者を募集します 沖縄県糸満市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成29年1月10日 特定公共賃貸住宅補充入居募集 熊本県合志市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等） 

平成29年1月10日 平成29年度分宇城市営住宅補充入居者を募

集します 

熊本県宇城市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成29年1月10日 子育て世帯向け住宅サンライズやまきた入居者

募集！！（１月３１日まで） 

神奈川県山北町 ４．物件情報（公的賃貸住宅等） 

平成29年1月10日 添田町町営住宅空家入居募集【随時募集】 福岡県添田町 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 
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配信日 タイトル 地方自治体 定住支援施策のカテゴリー区分 

平成29年1月10日 県営住宅（ポイント方式）の入居者募集 福岡県芦屋町 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成29年1月10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 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成29年1月10日 平成29年度糸満市営住宅入居者を募集します 沖縄県糸満市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成29年1月10日 平成29年度分宇城市営住宅補充入居者を募

集します 

熊本県宇城市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成29年1月10日 添田町町営住宅空家入居募集【随時募集】 福岡県添田町 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成29年1月10日 県営住宅（ポイント方式）の入居者募集 福岡県芦屋町 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成29年1月11日 『南伊勢町で田舎満喫体験！』参加者募集 三重県南伊勢町 ２．移住・定住相談・イベント、３．移住体験 

平成29年1月11日 ＪＯＩＮ移住・交流＆地域おこしフェアに出展しま

す 

岩手県一関市 ２．移住・定住相談・イベント、３．移住体験、

４．物件情報（公的賃貸住宅等）、６．改修・リ

フォーム 

平成29年1月11日 【報道資料】２月12日（日）ネスパスで移住セミナ

ーを開催！25日（土）には十日町で雪国体験イ

ベントを実施！ 

新潟県 ２．移住・定住相談・イベント、３．移住体験 

平成29年1月11日 『南伊勢町で田舎満喫体験！』参加者募集 三重県南伊勢町 ２．移住・定住相談・イベント、３．移住体験 

平成29年1月11日 ＪＯＩＮ移住・交流＆地域おこしフェアに出展しま

す 

岩手県一関市 ２．移住・定住相談・イベント、３．移住体験、

４．物件情報（公的賃貸住宅等）、６．改修・リ

フォーム 

平成29年1月11日 【報道資料】２月12日（日）ネスパスで移住セミナ

ーを開催！25日（土）には十日町で雪国体験イ

ベントを実施！ 

新潟県 ２．移住・定住相談・イベント、３．移住体験 

平成29年1月11日 2017/2/4・5【高知まんなか移住体験ツアー】 高知県香南市 ３．移住体験 

平成29年1月11日 市営住宅・特定公共賃貸住宅 空家・入居待ち

状況 

山梨県都留市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成29年1月11日 ＪＯＩＮ移住・交流＆地域おこしフェアに出展しま

す 

岩手県一関市 ２．移住・定住相談・イベント、３．移住体験、

４．物件情報（公的賃貸住宅等）、６．改修・リ

フォーム 

平成29年1月11日 県営住宅入居者募集（平成２８年度第４回）に

ついて 

徳島県 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成29年1月11日 平成29年度前期県営住宅入居者募集のご案

内 

石川県 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成29年1月11日 特公賃住宅「桑野山団地」入居者募集 静岡県川根本町 ４．物件情報（公的賃貸住宅等） 

平成29年1月11日 若者定住促進住宅 入居者募集 静岡県川根本町 ４．物件情報（公的賃貸住宅等） 

平成29年1月11日 町営住宅 入居者募集案内 静岡県川根本町 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成29年1月11日 市営住宅入居予備者の募集について 佐賀県伊万里市 ５．公営住宅の入居募集 

平成29年1月11日 県営住宅入居者募集（平成２８年度第４回）に

ついて 

徳島県 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成29年1月11日 平成29年度前期県営住宅入居者募集のご案

内 

石川県 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成29年1月11日 町営住宅 入居者募集案内 静岡県川根本町 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成29年1月11日 ＪＯＩＮ移住・交流＆地域おこしフェアに出展しま

す 

岩手県一関市 ２．移住・定住相談・イベント、３．移住体験、

４．物件情報（公的賃貸住宅等）、６．改修・リ

フォーム 

平成29年1月12日 平成29年1月の西播磨暮らし相談会のお知ら

せ 

兵庫県佐用町 ２．移住・定住相談・イベント 

平成29年1月12日 JOIN 移住・交流フェア（東京都）に出展します 岩手県久慈市 ２．移住・定住相談・イベント 

平成29年1月12日 JOIN 移住・交流フェア（東京都）に出店します 岩手県久慈市 ２．移住・定住相談・イベント 

平成29年1月12日 JOIN 移住・交流フェア（東京都）に出店します 岩手県久慈市 ２．移住・定住相談・イベント 

平成29年1月12日 移住体験滞在施設「臼杵おためしハウス」を設

置しました！ 

大分県臼杵市 ３．移住体験 

平成29年1月12日 家を決める前に！先輩住民が語る座談会 大阪府河内長野市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等） 

平成29年1月12日 市営住宅入居者募集（1月定期・随時募集） 岩手県花巻市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成29年1月12日 空き家等情報バンク登録物件（平成29年1月12

日現在） 

栃木県大田原市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等） 

平成29年1月12日 山都町営住宅の入居者を募集します。（1月16

日から1月27日） 

熊本県山都町 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 
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配信日 タイトル 地方自治体 定住支援施策のカテゴリー区分 

平成29年1月12日 町営住宅入居者の募集について｜引越し・住

まい｜くらしの情報｜佐久穂町 

長野県佐久穂町 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成29年1月12日 本山町営住宅入居者公募について 高知県本山町 ４．物件情報（公的賃貸住宅等） 

平成29年1月12日 市営住宅入居者募集（1月定期・随時募集） 岩手県花巻市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成29年1月12日 山都町営住宅の入居者を募集します。（1月16

日から1月27日） 

熊本県山都町 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成29年1月12日 町営住宅入居者の募集について｜引越し・住

まい｜くらしの情報｜佐久穂町 

長野県佐久穂町 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成29年1月12日 市営住宅抽選結果（平成29年1月募集分） 鳥取県米子市 ５．公営住宅の入居募集 

平成29年1月13日 冬の移住体験ツアー開催のお知らせ 兵庫県新温泉町 ２．移住・定住相談・イベント、３．移住体験 

平成29年1月13日 【移住ツアー】たべて！あそんで！冬のしばた

満喫ツアー 

新潟県新発田市 ２．移住・定住相談・イベント、３．移住体験 

平成29年1月13日 潮来市が「JOIN移住・交流＆地域おこしフェ

ア」に出展します。 

茨城県潮来市 ２．移住・定住相談・イベント 

平成29年1月13日 冬の移住体験ツアー開催のお知らせ 兵庫県新温泉町 ２．移住・定住相談・イベント、３．移住体験 

平成29年1月13日 平成29年度赤平おためし暮らしの先行受付に

ついて 

北海道赤平市 ３．移住体験 

平成29年1月13日 【移住ツアー】たべて！あそんで！冬のしばた

満喫ツアー 

新潟県新発田市 ２．移住・定住相談・イベント、３．移住体験 

平成29年1月13日 県営住宅（市外）の入居者募集（平成２９年１

月） 

兵庫県篠山市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成29年1月13日 府営住宅の入居者募集ついての相談や問合

せ先はどこですか。 

大阪府藤井寺市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成29年1月13日 平成28年度市営住宅入居者募集(平成29年1

月16日から1月20日まで) 

奈良県橿原市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成29年1月13日 市営住宅入居者募集を更新しました。 秋田県にかほ市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成29年1月13日 市営住宅入居者を募集します 静岡県磐田市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成29年1月13日 県営住宅（市外）の入居者募集（平成２９年１

月） 

兵庫県篠山市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成29年1月13日 府営住宅の入居者募集ついての相談や問合

せ先はどこですか。 

大阪府藤井寺市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成29年1月13日 平成28年度市営住宅入居者募集(平成29年1

月16日から1月20日まで) 

奈良県橿原市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成29年1月13日 今月の市営住宅の募集は終了しました。 福井県越前市 ５．公営住宅の入居募集 

平成29年1月13日 市営住宅入居者募集を更新しました。 秋田県にかほ市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成29年1月13日 市営住宅入居者を募集します 静岡県磐田市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成29年1月15日 市営住宅の入居者を募集します 千葉県香取市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成29年1月15日 若者定住促進住宅 入居者募集 静岡県川根本町 ４．物件情報（公的賃貸住宅等） 

平成29年1月15日 市営住宅の入居者を募集します 千葉県香取市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成29年1月16日 空き家バンク - まちづくり 岩手県花巻市 １．移住・定住支援（補助・助成等）、４．物件

情報（公的賃貸住宅等）、６．改修・リフォーム 

平成29年1月16日 平成28年度多重債務相談・賃貸住宅相談会の

開催について（市民局） 

大阪府大阪市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等） 

平成29年1月16日 指定学校を変更したい時の手続きについて 沖縄県沖縄市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等） 

平成29年1月16日 町営住宅の入居者を募集します（一般募集） 神奈川県愛川町 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成29年1月16日 空き家バンク - まちづくり 福島県南会津町 １．移住・定住支援（補助・助成等）、４．物件

情報（公的賃貸住宅等）、６．改修・リフォーム 

平成29年1月16日 公営住宅基本計画策定業務委託事業者の募

集について 

兵庫県川西市 ５．公営住宅の入居募集 

平成29年1月16日 町営住宅の入居者を募集します（一般募集） 神奈川県愛川町 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成29年1月16日 空き家バンク - まちづくり 福島県南会津町 １．移住・定住支援（補助・助成等）、４．物件

情報（公的賃貸住宅等）、６．改修・リフォーム 

平成29年1月17日 2月18日（土曜日）夜 東京で移住相談会を開

催します 

 

大分県 ２．移住・定住相談・イベント、３．移住体験 
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配信日 タイトル 地方自治体 定住支援施策のカテゴリー区分 

平成29年1月17日 JOIN 移住・交流＆地域おこしフェアに出展し

ました 

宮城県白石市 ２．移住・定住相談・イベント 

平成29年1月17日 住む・働く・鳥取県 移住フェアin大阪【開催日：

2月18日】に参加します 

鳥取県岩美町 ２．移住・定住相談・イベント 

平成29年1月17日 湧別町で移住体験してみませんか!? 移住体

験住宅を整備しました｜各課のページ｜湧別

町 

北海道湧別町 ３．移住体験 

平成29年1月17日 2月18日（土曜日）夜 東京で移住相談会を開

催します 

大分県 ２．移住・定住相談・イベント、３．移住体験 

平成29年1月17日 市営住宅・県営住宅の入居者募集 兵庫県赤穂市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成29年1月17日 申込期限３／３１まで 民間賃貸住宅借り上げ

事業（みなし仮設住宅）について 

熊本県益城町 ４．物件情報（公的賃貸住宅等） 

平成29年1月17日 空き家情報 物件番号：28-1-10【中心市街地】

【羽場地区】【賃貸5万円】 

長野県飯田市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等） 

平成29年1月17日 佐川町移住促進住宅 入居者募集 高知県佐川町 ４．物件情報（公的賃貸住宅等） 

平成29年1月17日 市営住宅・県営住宅の入居者募集 兵庫県赤穂市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成29年1月17日 買取型災害公営住宅整備事業（大槌町三枚堂

地区）の募集要項の公表について 

岩手県 ５．公営住宅の入居募集 

平成29年1月17日 平成28年度 第3回 市営住宅定期募集申込

状況 

愛知県一宮市 ５．公営住宅の入居募集 

平成29年1月18日 【2/12開催】移住相談会の出展について（お知

らせ） 

大分県九重町 ２．移住・定住相談・イベント 

平成29年1月18日 山形県飯豊町／移住定住相談会 in高円寺 

いいですね暮らしtalk ～うらの畑～を開催しま

す。 

山形県飯豊町 ２．移住・定住相談・イベント 

平成29年1月18日 民間賃貸共同住宅建設促進事業のお知らせ 北海道留寿都村 ４．物件情報（公的賃貸住宅等） 

平成29年1月18日 町営住宅入居者募集 宮崎県新富町 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成29年1月18日 移住された方の住宅取得を応援します 岩手県花巻市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等） 

平成29年1月18日 市営住宅等 入居者募集（平成２９年３月中旬

入居分） 

島根県江津市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成29年1月18日 市営住宅等 入居者募集（平成２９年３月中旬

入居分） 

島根県江津市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成29年1月18日 親子で山林留学しませんか？ 「萩の里」入居

者募集 

福岡県篠栗町 ４．物件情報（公的賃貸住宅等） 

平成29年1月18日 公営住宅 鹿児島県南九州市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等） 

平成29年1月18日 特定公共賃貸住宅 鹿児島県南九州市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等） 

平成29年1月18日 町営住宅入居者募集 宮崎県新富町 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成29年1月18日 市営住宅等 入居者募集（平成２９年３月中旬

入居分） 

島根県江津市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成29年1月18日 市営住宅等 入居者募集（平成２９年３月中旬

入居分） 

島根県江津市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成29年1月18日 平成28年度 第3回 市営住宅定期募集申込

状況 

愛知県一宮市 ５．公営住宅の入居募集 

平成29年1月18日 平成２８年１１月県営住宅（定期募集）の公開抽

選結果について 

神奈川県 ５．公営住宅の入居募集 

平成29年1月18日 一般住宅 鹿児島県南九州市 ５．公営住宅の入居募集 

平成29年1月19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 ２．移住・定住相談・イベント 

平成29年1月19日 2/11(土)北信州いいやま 田舎暮らし移住相談

会 in 銀座NAGANOを開催します！ 

長野県飯山市 ２．移住・定住相談・イベント 

平成29年1月19日 2/3(金)北信州いいやま 田舎暮らし移住相談

会 in 飯山市役所を開催します！ 

長野県飯山市 ２．移住・定住相談・イベント 

平成29年1月19日 2/10(金)北信州いいやま 田舎暮らし移住相談

会 in いいやま湯滝温泉を開催します！ 

長野県飯山市 ２．移住・定住相談・イベント 

平成29年1月19日 中間所得者向け賃貸住宅の入居者を募集しま

す 

富山県富山市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等） 

平成29年1月19日 空き地物件一覧 徳島県上板町 ４．物件情報（公的賃貸住宅等） 

平成29年1月19日 空き地物件一覧 徳島県上板町 ４．物件情報（公的賃貸住宅等） 

平成29年1月19日 空き地物件一覧 徳島県上板町 ４．物件情報（公的賃貸住宅等） 

平成29年1月19日 空き地物件一覧 徳島県上板町 ４．物件情報（公的賃貸住宅等） 
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配信日 タイトル 地方自治体 定住支援施策のカテゴリー区分 

平成29年1月19日 地域活性化住宅 鹿児島県南九州市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成29年1月19日 復興公営住宅第５期再募集の募集結果につい

て 

福島県 ５．公営住宅の入居募集 

平成29年1月19日 地域活性化住宅 鹿児島県南九州市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成29年1月20日 【移住者の住宅取得を応援】住宅リフォーム代

などを支援します 

静岡県島田市 １．移住・定住支援（補助・助成等）、４．物件

情報（公的賃貸住宅等）、６．改修・リフォーム 

平成29年1月20日 大阪・東京での移住フェアに出展します（2月18

日・19日） 

愛媛県西条市 ２．移住・定住相談・イベント 

平成29年1月20日 大阪・東京での移住フェアに出展します（1月18

日・19日） 

愛媛県西条市 ２．移住・定住相談・イベント 

平成29年1月20日 みやづ城東タウンの入居者募集（随時募集） 京都府宮津市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等） 

平成29年1月20日 くらしの講座（3）弁護士から学ぶ賃貸住宅の契

約トラブル！ 

兵庫県川西市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等） 

平成29年1月20日 市営住宅の入居者募集（平成２９年２月） 兵庫県篠山市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成29年1月20日 町営住宅の入居者募集について（1月16日登

録） 

北海道長沼町 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成29年1月20日 【移住者の住宅取得を応援】住宅リフォーム代

などを支援します 

岩手県花巻市 １．移住・定住支援（補助・助成等）、４．物件

情報（公的賃貸住宅等）、６．改修・リフォーム 

平成29年1月20日 市営住宅入居者募集(期間1月20日~31日) 長野県駒ヶ根市 ５．公営住宅の入居募集 

平成29年1月20日 入居者募集中の団地 青森県八戸市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成29年1月20日 市営住宅の入居者募集（平成２９年２月） 兵庫県篠山市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成29年1月20日 町営住宅の入居者募集について（1月16日登

録） 

北海道長沼町 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成29年1月20日 市営住宅入居者募集(期間1月20日~31日) 長野県駒ヶ根市 ５．公営住宅の入居募集 

平成29年1月20日 入居者募集中の団地 青森県八戸市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成29年1月20日 【移住者の住宅取得を応援】住宅リフォーム代

などを支援します 

岩手県花巻市 １．移住・定住支援（補助・助成等）、４．物件

情報（公的賃貸住宅等）、６．改修・リフォーム 

平成29年1月21日 イベント情報『冬のあきた白神イベント～八峰町

の地酒と本館そばを楽しむ～』2/25(土)～

26(日) 

秋田県八峰町 ３．移住体験 

平成29年1月22日 空き店舗調査結果について 北海道美幌町 ４．物件情報（公的賃貸住宅等） 

平成29年1月23日 津山圏域定住自立圏の形成に関する協定調

印式を開催しました。 

岡山県津山市 ２．移住・定住相談・イベント 

平成29年1月23日 えひめものづくりさんさん都 えひめ3市合同移

住セミナーを開催します 

愛媛県四国中央市 ２．移住・定住相談・イベント 

平成29年1月23日 １月２１日（土曜日）、２２日（日曜日） 「ぐるっと

ながの移住体験ツアー第２弾」 開催報告 

長野県長野市 ２．移住・定住相談・イベント、３．移住体験 

平成29年1月23日 2/17(金)北信州いいやま 田舎暮らし移住相談

会 in 飯山市役所を開催します！ 

長野県飯山市 ２．移住・定住相談・イベント 

平成29年1月23日 2/24(金)北信州いいやま 田舎暮らし移住相談

会 in いいやま湯滝温泉を開催します！ 

長野県飯山市 ２．移住・定住相談・イベント 

平成29年1月23日 2/25(土)北信州いいやま 田舎暮らし移住相談

会 in 銀座NAGANOを開催します！ 

長野県飯山市 ２．移住・定住相談・イベント 

平成29年1月23日 ふじのくにに住みかえるセミナー（西部地区合

同）を開催します！ 

静岡県袋井市 ２．移住・定住相談・イベント 

平成29年1月23日 １月２１日（土曜日）、２２日（日曜日） 「ぐるっと

ながの移住体験ツアー第２弾」 開催報告 

長野県長野市 ２．移住・定住相談・イベント、３．移住体験 

平成29年1月23日 [新着情報]空き家情報 深川一已地区賃貸ア

パート物件番号45を掲載しました。 

北海道深川市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等） 

平成29年1月23日 介護保険 愛知県美浜町 ４．物件情報（公的賃貸住宅等） 

平成29年1月23日 【登録物件第19号】三角町三角浦の物件 熊本県宇城市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等） 

平成29年1月23日 被災者生活再建支援制度について（申請期限

が平成３０年４月１０日まで延長されます） 

茨城県北茨城市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等） 

平成29年1月23日 空き家活用住宅3戸が完成しました。 秋田県八峰町 ６．改修・リフォーム 

平成29年1月24日 空き家バンク - まちづくり 福井県越前町 １．移住・定住支援（補助・助成等）、４．物件

情報（公的賃貸住宅等）、６．改修・リフォーム 

平成29年1月24日 移住セミナー・移住相談会情報の更新 福島県南会津町 １．移住・定住支援（補助・助成等）、２．移

住・定住相談・イベント 
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配信日 タイトル 地方自治体 定住支援施策のカテゴリー区分 

平成29年1月24日 移住セミナー・移住相談会情報の更新 静岡県島田市 １．移住・定住支援（補助・助成等）、２．移

住・定住相談・イベント 

平成29年1月24日 映画「六月燈の三姉妹」上映会＆「新北米移住

者60周年の集い」報告会開催 

鹿児島県いちき串

木野市 

２．移住・定住相談・イベント 

平成29年1月24日 「お試しサテライトオフィス＆ふるさとテレワーク 

in 移住交流フェア」に出展します 

鹿児島県錦江町 ２．移住・定住相談・イベント 

平成29年1月24日 移住体験「いなか生活案内ツアー」参加者募集

中！ 

静岡県 ３．移住体験 

平成29年1月24日 空き家バンク - まちづくり 福島県南会津町 １．移住・定住支援（補助・助成等）、４．物件

情報（公的賃貸住宅等）、６．改修・リフォーム 

平成29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 ５．公営住宅の入居募集 

平成29年1月24日 平成28年度 第3回 市営住宅定期募集申込

状況 

愛知県一宮市 ５．公営住宅の入居募集 

平成29年1月24日 空き家バンク - まちづくり 福島県南会津町 １．移住・定住支援（補助・助成等）、４．物件

情報（公的賃貸住宅等）、６．改修・リフォーム 

平成29年1月25日 【別府市東京事務所トピックス】JOIN移住・交流

＆地域おこしフェア開催！ 

大分県別府市 ２．移住・定住相談・イベント 

平成29年1月25日 2月18日、19日 今年度最後の「くまもと移住相

談会」を開催します！ 

熊本県 ２．移住・定住相談・イベント 

平成29年1月25日 天草諸島・御所浦 島あじ移住体験ツアー 参

加者募集！ 

熊本県 ３．移住体験 

平成29年1月25日 平成29年2月期市営住宅の入居者募集につい

て｜市営住宅・住宅建築｜網走市 

北海道網走市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成29年1月25日 市営すまいりんぐ（子育て応援型）・市営すまい

りんぐ・市営特定賃貸住宅・市営再開発住宅

（地域リロケーション住宅）・市営再開発住宅の

随時募集（都市整備局） 

大阪府大阪市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等） 

平成29年1月25日 市営住宅入居者募集 富山県南砺市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成29年1月25日 洋野町若者定住促進住宅の入居者募集につ

いて 

岩手県洋野町 ４．物件情報（公的賃貸住宅等） 

平成29年1月25日 匹見定住住宅入居者募集 島根県益田市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等） 

平成29年1月25日 市営住宅入居者募集 栃木県宇都宮市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成29年1月25日 市営住宅入居者募集一覧（平成29年2月分） 鳥取県米子市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成29年1月25日 平成29年2月期市営住宅の入居者募集につい

て｜市営住宅・住宅建築｜網走市 

北海道網走市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成29年1月25日 市営住宅入居者募集 富山県南砺市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成29年1月25日 市営住宅屋外広告物設置事業者の募集につ

いて 

愛知県名古屋市 ５．公営住宅の入居募集 

平成29年1月25日 市営住宅入居者募集 栃木県宇都宮市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成29年1月25日 ２月の市営住宅募集のご案内 福井県越前市 ５．公営住宅の入居募集 

平成29年1月25日 市営住宅等の募集について 長野県安曇野市 ５．公営住宅の入居募集 

平成29年1月25日 市営住宅入居者募集一覧（平成29年2月分） 鳥取県米子市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成29年1月26日 平成28年度第2回玉名圏域定住自立圏共生ビ

ジョン懇談会 

熊本県玉名市 ２．移住・定住相談・イベント 

平成29年1月26日 第7回定住自立圏共生ビジョン懇談会 静岡県湖西市 ２．移住・定住相談・イベント 

平成29年1月26日 平成29年度赤平おためし暮らしの先行受付に

ついて 

北海道赤平市 ３．移住体験 

平成29年1月26日 [新着情報]空き家情報 深川一已地区賃貸住

宅物件番号16を掲載しました。 

 

北海道深川市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等） 

平成29年1月26日 市営住宅の入居資格等について 福岡県行橋市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成29年1月26日 平成28年度第4回空家募集のご案内（市営住

宅） 

福島県会津若松市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成29年1月26日 県営住宅について [建築住宅課 1月26日] 青森県 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成29年1月26日 東串良町公営（町営）住宅空き情報 鹿児島県東串良町 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 
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平成29年1月26日 芦屋町町営住宅長寿命化計画（案）に対する

皆さんの意見を募集します（実施のお知らせ） 

福岡県芦屋町 ５．公営住宅の入居募集 

平成29年1月26日 市営住宅の入居資格等について 福岡県行橋市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成29年1月26日 平成28年度第4回空家募集のご案内（市営住

宅） 

福島県会津若松市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成29年1月26日 県営住宅について [建築住宅課 1月26日] 青森県 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成29年1月26日 東串良町公営（町営）住宅空き情報 鹿児島県東串良町 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成29年1月27日 春恋婚活パーティーの開催について 岡山県笠岡市 ２．移住・定住相談・イベント 

平成29年1月27日 2月26日（日曜日）と3月26日（日曜日）に東京

都内でU・Iターン個別相談会を開催します 

新潟県柏崎市 ２．移住・定住相談・イベント 

平成29年1月27日 【2月19日東京】仕事も子育ても自分らしく♪ 菊

川市移住セミナーを開催します 

静岡県菊川市 ２．移住・定住相談・イベント 

平成29年1月27日 市営住宅の入居募集について 北海道美唄市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成29年1月27日 美唄市営住宅のご案内 北海道美唄市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成29年1月27日 すぐに購入できる物件 【一ツ松警察職員住宅

跡地】 

大分県 ４．物件情報（公的賃貸住宅等） 

平成29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 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成29年1月27日 定住促進住宅第2二川団地（一戸建て）入居者

募集 

鹿児島県垂水市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等） 

平成29年1月27日 市営住宅の入居募集について 北海道美唄市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成29年1月27日 美唄市営住宅のご案内 北海道美唄市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成29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 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成29年1月30日 森町移住促進パンフレットについて 静岡県森町 １．移住・定住支援（補助・助成等） 

平成29年1月30日 平成28年度岩手県U・Iターンフェア? in秋葉原

の開催について 

岩手県久慈市 ２．移住・定住相談・イベント 

平成29年1月30日 平成28年度岩手県U・Iターンフェア? in秋葉原

の開催について 

岩手県久慈市 ２．移住・定住相談・イベント 

平成29年1月30日 平成29年度岩手県U・Iターンフェア? in秋葉原

の開催について 

岩手県久慈市 ２．移住・定住相談・イベント 

平成29年1月30日 平成29年度岩手県U・Iターンフェア? in秋葉原

の開催について 

岩手県久慈市 ２．移住・定住相談・イベント 

平成29年1月30日 「とくしま若者フューチャーセッション０３in阿南」

参加者募集について 

徳島県 ２．移住・定住相談・イベント 

平成29年1月30日 第4回八峰町お試し移住ツアー(H29.2.10～12)

直前情報！！！ 

秋田県八峰町 ２．移住・定住相談・イベント 

平成29年1月30日 NBCラジオ県庁タイムス平成29年1月30日から2

月3日 

長崎県 ２．移住・定住相談・イベント 

平成29年1月30日 移住笑談会を開催します！ 高知県仁淀川町 ２．移住・定住相談・イベント 

平成29年1月30日 防府市営住宅入居者募集のお知らせ（平成29

年2月分） 

山口県防府市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成29年1月30日 住宅用太陽光発電システムの導入補助につい

て 

岩手県岩泉町 ４．物件情報（公的賃貸住宅等） 

平成29年1月30日 申込期限3/31まで 民間賃貸住宅借り上げ事

業（みなし仮設）について 

熊本県御船町 ４．物件情報（公的賃貸住宅等） 

平成29年1月30日 平成29年3月期 町営住宅入居者募集中 長崎県佐々町 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成29年1月30日 平成28年度第4回青森市営住宅入居者選考委

員会の会議概要 

青森県青森市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等） 

平成29年1月30日 ふるさと住宅入居者募集のお知らせ 高知県四万十町 ４．物件情報（公的賃貸住宅等） 

平成29年1月30日 府営住宅の２月募集を実施します 大阪府 ５．公営住宅の入居募集 

平成29年1月30日 防府市営住宅入居者募集のお知らせ（平成29

年2月分） 

山口県防府市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成29年1月30日 買取型災害公営住宅整備事業（大槌町三枚堂

地区）募集要項等に関する質問回答について 

 

岩手県 ５．公営住宅の入居募集 
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配信日 タイトル 地方自治体 定住支援施策のカテゴリー区分 

平成29年1月30日 平成29年3月期 町営住宅入居者募集中 長崎県佐々町 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成29年1月31日 JR大宮駅、東京駅で子育て世代向け埼玉県央

地域への定住促進キャンペーンを開催しました 

埼玉県上尾市 ２．移住・定住相談・イベント 

平成29年1月31日 第６回「おおいた暮らし塾in東京」の開催につい

てお知らせします 

大分県大分市 ２．移住・定住相談・イベント 

平成29年1月31日 住んでみんで徳島で！移住相談会ｉｎ大阪 徳島県 ２．移住・定住相談・イベント 

平成29年1月31日 創業・移住支援ポータルサイト「うきはのはなし」

を開設しました 

福岡県うきは市 ２．移住・定住相談・イベント 

平成29年1月31日 いなか生活案内ツアーの開催について 静岡県森町 ２．移住・定住相談・イベント、３．移住体験 

平成29年1月31日 【礼文町移住体験住宅】 平成29年度分 予約

申込み受付中！ 

北海道礼文町 ３．移住体験 

平成29年1月31日 いなか生活案内ツアーの開催について 静岡県森町 ２．移住・定住相談・イベント、３．移住体験 

平成29年1月31日 市営住宅入居者２月定期募集 岐阜県下呂市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成29年1月31日 常時公募による市有地の販売（3件） - 廿日市

市公式ホームページ 

広島県廿日市市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等） 

平成29年1月31日 山間地域にある和室の広がる家 - 佐野市 栃木県佐野市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等） 

平成29年1月31日 収納たっぷりの住宅街にある家 - 佐野市 栃木県佐野市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等） 

平成29年1月31日 昔ながらの古民家で田舎生活- 佐野市 栃木県佐野市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等） 

平成29年1月31日 復興公営住宅の入居者の募集のお知らせ（２

月定期募集） 

福島県 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成29年1月31日 小水流団地の入居者募集について 鹿児島県伊佐市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成29年1月31日 市営住宅入居者２月定期募集 岐阜県下呂市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成29年1月31日 復興公営住宅の入居者の募集のお知らせ（２

月定期募集） 

福島県 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成29年1月31日 小水流団地の入居者募集について 鹿児島県伊佐市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成29年2月1日 すまいの補助金（新築工事 / リフォーム工事） 岩手県住田町 ２．移住・定住相談・イベント、４．物件情報

（公的賃貸住宅等）、６．改修・リフォーム 

平成29年2月1日 沖縄移住相談会への出展について お知らせ 沖縄県渡名喜村 ２．移住・定住相談・イベント 

平成29年2月1日 平成２８年度第２回農家民宿開業セミナー・交

流会 - お知らせ 

京都府福知山市 ３．移住体験 

平成29年2月1日 ふらの生活体験 北海道富良野市 ３．移住体験、４．物件情報（公的賃貸住宅

等） 

平成29年2月1日 町営住宅城山団地の入居者募集 三重県度会町 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成29年2月1日 市営住宅（一般住宅）入居者を募集します 京都府京丹後市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成29年2月1日 市営住宅入居者募集 京都府向日市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成29年2月1日 定住促進住宅入居者募集 兵庫県佐用町 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、６．改修・リ

フォーム 

平成29年2月1日 ２月市営住宅入居者募集 兵庫県養父市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成29年2月1日 ふらの生活体験 北海道富良野市 ３．移住体験、４．物件情報（公的賃貸住宅

等） 

平成29年2月1日 市営住宅入居者募集 北海道歌志内市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成29年2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 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成29年2月1日 公共賃貸住宅（単身向）の入居者募集のお知

らせ 

北海道猿払村 ４．物件情報（公的賃貸住宅等） 

平成29年2月1日 市営住宅について（空室情報掲載 2月） 北海道赤平市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成29年2月1日 市営住宅入居者募集について 千葉県富津市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成29年2月1日 市営住宅（店舗・作業所）の入居者募集 大阪府和泉市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成29年2月1日 市営住宅・特定公共賃貸住宅 空家・入居待ち

状況 

 

山梨県都留市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 
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配信日 タイトル 地方自治体 定住支援施策のカテゴリー区分 

平成29年2月1日 すまいの補助金（新築工事 / リフォーム工事） 岩手県住田町 ２．移住・定住相談・イベント、４．物件情報

（公的賃貸住宅等）、６．改修・リフォーム 

平成29年2月1日 「４月１日入居」市営住宅入居者募集 岩手県北上市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成29年2月1日 市営住宅〔公営住宅〕の入居者を募集します

（平成２９年２月常時公募）【都市整備局住宅政

策課】 

広島県広島市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成29年2月1日 市営住宅〔特賃住宅〕の入居者を募集します

（平成２９年２月常時公募）【都市整備局住宅政

策課】 

広島県広島市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成29年2月1日 平成28年度第4回市営住宅入居者一般募集 愛知県名古屋市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成29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1日（水）～2月15日（水）まで】 

新潟県燕市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成29年2月1日 平成29年2月都営住宅入居者募集 東京都武蔵野市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成29年2月1日 平成29年2月都営住宅の入居者募集 東京都立川市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成29年2月1日 都営住宅入居者募集 東京都羽村市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成29年2月1日 都営住宅シルバーピア入居者募集（西東京市

地元割当） 

東京都西東京市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成29年2月1日 久留米市：平成28年度第3回市営住宅等の入

居者を募集します 

福岡県久留米市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成29年2月1日 平成29年大牟田市営住宅入居者募集につい

て 

福岡県大牟田市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成29年2月1日 【受付終了】平成28年度住宅用高効率給湯器

設置費助成事業について 

群馬県前橋市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等） 

平成29年2月1日 住居をお探しの方へ 市営住宅の入居者募集 長崎県五島市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成29年2月1日 市有地を売却します（五島市大荒町の売払物

件） 

長崎県五島市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等） 

平成29年2月1日 市営住宅について 長野県千曲市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成29年2月1日 町営上賀茂住宅の入居者募集中!! 静岡県南伊豆町 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成29年2月1日 県営住宅の入居者募集 高知県 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成29年2月1日 町営住宅城山団地の入居者募集 三重県度会町 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成29年2月1日 市営住宅（一般住宅）入居者を募集します 京都府京丹後市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成29年2月1日 市営住宅入居者募集 京都府向日市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成29年2月1日 ２月市営住宅入居者募集 兵庫県養父市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成29年2月1日 市営住宅入居者募集 北海道歌志内市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成29年2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 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成29年2月1日 公営住宅の入居希望者募集 北海道知内町 ５．公営住宅の入居募集 

平成29年2月1日 市営住宅について（空室情報掲載 2月） 北海道赤平市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成29年2月1日 市営住宅入居者募集について 千葉県富津市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成29年2月1日 ２月の公営住宅募集情報 大分県宇佐市 ５．公営住宅の入居募集 

平成29年2月1日 市営住宅（店舗・作業所）の入居者募集 大阪府和泉市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成29年2月1日 「４月１日入居」市営住宅入居者募集 岩手県北上市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成29年2月1日 市営住宅〔公営住宅〕の入居者を募集します

（平成２９年２月常時公募）【都市整備局住宅政

策課】 

 

広島県広島市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 
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配信日 タイトル 地方自治体 定住支援施策のカテゴリー区分 

平成29年2月1日 市営住宅〔特賃住宅〕の入居者を募集します

（平成２９年２月常時公募）【都市整備局住宅政

策課】 

広島県広島市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成29年2月1日 ２０１６年度市営住宅２月期定期募集のお知ら

せ 

広島県福山市 ５．公営住宅の入居募集 

平成29年2月1日 平成28年度第4回市営住宅入居者一般募集 愛知県名古屋市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成29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1日（水）～2月15日（水）まで】 

新潟県燕市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成29年2月1日 平成29年2月都営住宅入居者募集 東京都武蔵野市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成29年2月1日 平成29年2月都営住宅の入居者募集 東京都立川市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成29年2月1日 都営住宅入居者募集 東京都羽村市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成29年2月1日 都営住宅シルバーピア入居者募集（西東京市

地元割当） 

東京都西東京市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成29年2月1日 町営住宅の募集について（２月） 石川県能登町 ５．公営住宅の入居募集 

平成29年2月1日 久留米市：平成28年度第3回市営住宅等の入

居者を募集します 

福岡県久留米市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成29年2月1日 平成29年大牟田市営住宅入居者募集につい

て 

福岡県大牟田市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成29年2月1日 住居をお探しの方へ 市営住宅の入居者募集 長崎県五島市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成29年2月1日 市営住宅について 長野県千曲市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成29年2月1日 市営住宅のご案内（2月定期募集） 長野県大町市 ５．公営住宅の入居募集 

平成29年2月1日 町営上賀茂住宅の入居者募集中!! 静岡県南伊豆町 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成29年2月1日 県営住宅の入居者募集 高知県 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成29年2月1日 定住促進住宅入居者募集 兵庫県佐用町 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、６．改修・リ

フォーム 

平成29年2月1日 すまいの補助金（新築工事 / リフォーム工事） 岩手県住田町 ２．移住・定住相談・イベント、４．物件情報

（公的賃貸住宅等）、６．改修・リフォーム 

平成29年2月2日 【東京都新宿四谷で開催】３月10日（金）糸魚川

市Ｉターン・Ｕターン就活セミナー＆個別相談カ

フェ 

新潟県糸魚川市 ２．移住・定住相談・イベント 

平成29年2月2日 入善町移住体験ツアーの参加者募集について 富山県入善町 ３．移住体験 

平成29年2月2日 空き家等情報バンク登録物件（平成29年2月1

日現在） 

栃木県大田原市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等） 

平成29年2月2日 平成28年12月定例会 長野県阿南町 ４．物件情報（公的賃貸住宅等） 

平成29年2月2日 平成28年度 第3回 市営住宅定期募集抽選

結果 

愛知県一宮市 ５．公営住宅の入居募集 

平成29年2月3日 移住定住支援サイトオープン 静岡県伊豆の国市 １．移住・定住支援（補助・助成等） 

平成29年2月3日 「移住者交流ネットワークづくりワークショップ」

を開催します! 

熊本県八代市 ２．移住・定住相談・イベント 

平成29年2月3日 [新着情報]空き家情報 深川一已地区賃貸ア

パート物件番号320を掲載しました。 

北海道深川市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等） 

平成29年2月3日 市営住宅の入居者を募集しています（2月3日

～2月16日）（淀川区役所） 

大阪府大阪市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成29年2月3日 物件番号4（山西・賃貸/売買） 神奈川県二宮町 ４．物件情報（公的賃貸住宅等） 

平成29年2月3日 市営住宅の入居者を募集しています（2月3日

～2月16日）（淀川区役所） 

大阪府大阪市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成29年2月3日 内陸部における災害公営住宅の仮入居募集

（第1回）について 

岩手県 ５．公営住宅の入居募集 

平成29年2月3日 買取型災害公営住宅整備事業（大槌町三枚堂

地区）募集要項等に関する質問回答について

【追加】 

岩手県 ５．公営住宅の入居募集 

平成29年2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 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成29年2月5日 市民住宅（中堅所得者向け）の入居者を募集 東京都三鷹市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等） 

平成29年2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 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 
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配信日 タイトル 地方自治体 定住支援施策のカテゴリー区分 

平成29年2月6日 「びんご移住体験ツアー」の参加者を募集しま

す！ 

広島県福山市 ２．移住・定住相談・イベント、３．移住体験 

平成29年2月6日 広島＆岡山 びんご移住体験ツアー参加募集

について 

岡山県笠岡市 ３．移住体験 

平成29年2月6日 「びんご移住体験ツアー」の参加者を募集しま

す！ 

広島県福山市 ２．移住・定住相談・イベント、３．移住体験 

平成29年2月6日 [新着情報]空き家情報 深川一已地区賃貸ア

パート物件番号320・321・322を掲載しました。 

北海道深川市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等） 

平成29年2月6日 雫石町内不動産情報について【H29.2.6更新】 岩手県雫石町 ４．物件情報（公的賃貸住宅等） 

平成29年2月6日 空き家等情報バンク登録物件（平成29年2月6

日現在） 

栃木県大田原市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等） 

平成29年2月6日 民間賃貸住宅借上げ制度（みなし仮設住宅）に

ついて（申込期限を設定しました） 

熊本県 ４．物件情報（公的賃貸住宅等） 

平成29年2月6日 やまぶきハイツ入居者募集のお知らせ 長野県木島平村 ４．物件情報（公的賃貸住宅等） 

平成29年2月6日 町営住宅等の入居者募集（募集なし） 鳥取県琴浦町 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成29年2月6日 随時受付中の市営住宅の入居者募集につい

て 

鹿児島県いちき串

木野市 

４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成29年2月6日 市営住宅入居者募集について(2月6日号) 鹿児島県いちき串

木野市 

４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成29年2月6日 町営住宅等の入居者募集（募集なし） 鳥取県琴浦町 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成29年2月6日 随時受付中の市営住宅の入居者募集につい

て 

鹿児島県いちき串

木野市 

４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成29年2月6日 市営住宅入居者募集について(2月6日号) 鹿児島県いちき串

木野市 

４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成29年2月7日 ２月２４日（金曜日）、２５日（土曜日） 長野市と

長野地域による冬の移住相談会＠ふるさと回

帰支援センター 

長野県長野市 １．移住・定住支援（補助・助成等）、２．移

住・定住相談・イベント 

平成29年2月7日 かごしま移住・交流セミナーに参加します！

【2017年2月12日/東京】 

鹿児島県十島村 １．移住・定住支援（補助・助成等）、２．移

住・定住相談・イベント 

平成29年2月7日 ２月２４日（金曜日）、２５日（土曜日） 長野市と

長野地域による冬の移住相談会＠ふるさと回

帰支援センター 

長野県長野市 １．移住・定住支援（補助・助成等）、２．移

住・定住相談・イベント 

平成29年2月7日 ２月１８日（土曜日）東京でセミナー開催！長野

市への移住をお考えの方へ 

長野県長野市 ２．移住・定住相談・イベント 

平成29年2月7日 移住イベント「ローカルライフを楽しもう！ 移住

交流フェア」が東京で開催されます 

鳥取県米子市 ２．移住・定住相談・イベント 

平成29年2月7日 【２月２５日】移住・創業セミナーをグランフロント

大阪・ナレッジサロンで開催します！ 

鳥取県鳥取市 ２．移住・定住相談・イベント 

平成29年2月7日 かごしま移住・交流セミナーに参加します！

【2017年2月12日/東京】 

鹿児島県十島村 １．移住・定住支援（補助・助成等）、２．移

住・定住相談・イベント 

平成29年2月7日 鹿児島移住・交流セミナーin東京(２月１２日開

催）に参加します！ 

鹿児島県鹿児島市 ２．移住・定住相談・イベント 

平成29年2月7日 [新着情報]空き家情報 深川一已地区賃貸ア

パート物件番号183を掲載しました。 

北海道深川市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等） 

平成29年2月7日 用地登録制度 ～ 用地情報一覧 千葉県酒々井町 ４．物件情報（公的賃貸住宅等） 

平成29年2月7日 町営住宅等の空き家情報 H29.2.7 島根県邑南町 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成29年2月7日 市営御代志住宅の補充入居者募集について 熊本県合志市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等） 

平成29年2月7日 久留米市：平成28年度第3回市営住宅等の入

居者募集を開始します 

福岡県久留米市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成29年2月7日 町営住宅等の空き家情報 H29.2.7 島根県邑南町 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成29年2月7日 久留米市：平成28年度第3回市営住宅等の入

居者募集を開始します 

福岡県久留米市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成29年2月8日 小林市移住セミナーin TOKYO 2017を開催し

ます 

宮崎県小林市 ２．移住・定住相談・イベント 

平成29年2月8日 空き家情報 岩手県雫石町 ２．移住・定住相談・イベント、４．物件情報

（公的賃貸住宅等） 

平成29年2月8日 とちぎ暮らしセミナーが開催されます 

 

栃木県大田原市 ２．移住・定住相談・イベント 

平成29年2月8日 空き家情報 岩手県雫石町 ２．移住・定住相談・イベント、４．物件情報

（公的賃貸住宅等） 
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配信日 タイトル 地方自治体 定住支援施策のカテゴリー区分 

平成29年2月8日 市営住宅抽選結果（平成29年2月募集分） 鳥取県米子市 ５．公営住宅の入居募集 

平成29年2月9日 市営住宅の入居者を募集します 岩手県奥州市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成29年2月9日 空き家物件一覧 徳島県上板町 ４．物件情報（公的賃貸住宅等） 

平成29年2月9日 空き家情報バンク制度 愛知県美浜町 ４．物件情報（公的賃貸住宅等） 

平成29年2月9日 長洲町宮野地区地域優良賃貸住宅整備事業

に関する優先交渉権者の決定について 

熊本県長洲町 ４．物件情報（公的賃貸住宅等） 

平成29年2月9日 東串良町公営（町営）住宅空き情報 鹿児島県東串良町 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成29年2月9日 町営住宅空き家待ち順位登録者募集案内に

ついて 

鹿児島県龍郷町 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成29年2月9日 神戸市：市営住宅の募集予定 兵庫県神戸市 ５．公営住宅の入居募集 

平成29年2月9日 市営住宅の家賃制度見直し（案）に対する意見

募集結果 

北海道伊達市 ５．公営住宅の入居募集 

平成29年2月9日 市営住宅の入居者を募集します 岩手県奥州市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成29年2月9日 東串良町公営（町営）住宅空き情報 鹿児島県東串良町 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成29年2月9日 町営住宅空き家待ち順位登録者募集案内に

ついて 

鹿児島県龍郷町 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成29年2月10日 【第2弾！】1泊2日田舎体験バスツアーの開催

のお知らせ 

兵庫県佐用町 ２．移住・定住相談・イベント、３．移住体験 

平成29年2月10日 【3月4日（土）東京】とやま暮らしセミナーとやま

での暮らし・仕事・住まいなど ... 

富山県 ２．移住・定住相談・イベント、３．移住体験 

平成29年2月10日 東京で開催される「東北6県移住応援イベント」

に出展します 

福島県郡山市 ２．移住・定住相談・イベント 

平成29年2月10日 とっとり移住休日相談会in東京が開催されま

す！（平成29 年3月18日） 

鳥取県米子市 ２．移住・定住相談・イベント 

平成29年2月10日 【第2弾！】1泊2日田舎体験バスツアーの開催

のお知らせ 

兵庫県佐用町 ２．移住・定住相談・イベント、３．移住体験 

平成29年2月10日 【3月4日（土）東京】とやま暮らしセミナーとやま

での暮らし・仕事・住まいなど ... 

富山県 ２．移住・定住相談・イベント、３．移住体験 

平成29年2月10日 県営住宅（市外）の入居者募集（平成２９年２

月） 

兵庫県篠山市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成29年2月10日 市営住宅の入居募集 徳島県三好市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成29年2月10日 久留米市：平成28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 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成29年2月10日 市営住宅の入居者募集について 茨城県下妻市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成29年2月10日 県営住宅（市外）の入居者募集（平成２９年２

月） 

兵庫県篠山市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成29年2月10日 市営住宅募集情報（H29.2.10) 岡山県高梁市 ５．公営住宅の入居募集 

平成29年2月10日 市営住宅の入居募集 徳島県三好市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成29年2月10日 今月の市営住宅の募集は終了しました。 福井県越前市 ５．公営住宅の入居募集 

平成29年2月10日 久留米市：平成28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 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成29年2月10日 市営住宅の入居者募集について 茨城県下妻市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成29年2月13日 奨学金の返還を支援します！若者定住促進奨

学金返還金補助事業 

岡山県津山市 １．移住・定住支援（補助・助成等） 

平成29年2月13日 [新着情報]深川市への移住・定住のご案内 北海道深川市 ２．移住・定住相談・イベント 

平成29年2月13日 【今週末開催！】住む・働く・鳥取県 移住フェ

アin大阪に参加します 

鳥取県岩美町 ２．移住・定住相談・イベント 

平成29年2月13日 市営住宅の入居者を募集します。(随時募集） 兵庫県朝来市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成29年2月13日 市営住宅入居者募集（2月定期・随時募集） 岩手県花巻市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成29年2月13日 平成29年度市営住宅入居者（空き家待ち）を募

集 

愛知県豊田市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成29年2月13日 平成29年2月 地元割当による都営住宅（シル

バーピア）入居者募集 

 

東京都稲城市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 
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配信日 タイトル 地方自治体 定住支援施策のカテゴリー区分 

平成29年2月13日 市営河和田住宅317棟の入居者の公募につい

て 

茨城県水戸市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等） 

平成29年2月13日 市営住宅の入居者を募集します。(随時募集） 兵庫県朝来市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成29年2月13日 市営住宅入居者募集（2月定期・随時募集） 岩手県花巻市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成29年2月13日 花巻市に整備する災害公営住宅の仮入居募

集を行います 

岩手県花巻市 ５．公営住宅の入居募集 

平成29年2月13日 平成29年度市営住宅入居者（空き家待ち）を募

集 

愛知県豊田市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成29年2月13日 平成29年2月 地元割当による都営住宅（シル

バーピア）入居者募集 

東京都稲城市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成29年2月13日 移住・定住情報 鹿児島県東串良町 ５．公営住宅の入居募集、６．改修・リフォー

ム 

平成29年2月13日 移住・定住情報 鹿児島県東串良町 ５．公営住宅の入居募集、６．改修・リフォー

ム 

平成29年2月14日 蘭越町で移住お試し体験宿泊しませんか？

「短期滞在生活体験事業」のご案内！！ 

北海道蘭越町 ３．移住体験 

平成29年2月14日 横浜子育て住宅入居者募集について 広島県大崎上島町 ４．物件情報（公的賃貸住宅等） 

平成29年2月14日 民間賃貸住宅への入居支援 東京都武蔵野市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等） 

平成29年2月14日 高齢者の入居にご協力いただける民間賃貸住

宅を募集（高齢者あんしん住まい確保事業） 

東京都武蔵野市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等） 

平成29年2月14日 高齢者の方が優先的に入居できる民間賃貸住

宅情報の提供（高齢者あんしん住まい確保事

業） 

東京都武蔵野市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等） 

平成29年2月14日 定住促進住宅入居者募集について 熊本県津奈木町 ４．物件情報（公的賃貸住宅等） 

平成29年2月14日 空き家情報 物件番号：28-1-11【中山間地】

【千代地区】【賃貸2万円】 

長野県飯田市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等） 

平成29年2月14日 県営住宅定期募集の追加受付を実施します 愛知県 ５．公営住宅の入居募集 

平成29年2月14日 水俣市｜平成29年度 市営住宅等空家待ち入

居希望者募集 

熊本県水俣市 ５．公営住宅の入居募集 

平成29年2月15日 【2月19日開催】しまねＵ・Ｉターン相談会in東京 島根県益田市 ２．移住・定住相談・イベント 

平成29年2月15日 「ｖｓ東京」かもん塾 ～ようこそ、女性が輝く徳

島へ～  の開催について 

徳島県 ２．移住・定住相談・イベント 

平成29年2月15日 にいがたＵ･Ｉターン総合サイト「にいがた暮ら

し」を開設しました 

新潟県 ２．移住・定住相談・イベント 

平成29年2月15日 全国定住自立圏構想推進シンポジウムin水戸

の開催について 

茨城県水戸市 ２．移住・定住相談・イベント 

平成29年2月15日 京都福知山 古民家暮らし探求ツアー - お知

らせ 

京都府福知山市 ３．移住体験、６．改修・リフォーム 

平成29年2月15日 入善町移住体験ツアー参加者募集中!! 富山県入善町 ３．移住体験 

平成29年2月15日 公営住宅入居者募集 北海道富良野市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成29年2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（平成29年2月募集） 

山口県周防大島町 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成29年2月15日 空き家情報登録制度交渉可能物件情報更新 山形県最上町 ４．物件情報（公的賃貸住宅等） 

平成29年2月15日 市営住宅の入居者を募集（3月募集） 岐阜県恵那市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成29年2月15日 2/28まで！町営住宅の入居者を募集します 岡山県久米南町 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成29年2月15日 2月の公営住宅入居者募集は終了しました 新潟県燕市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成29年2月15日 平成29年2月都営住宅シルバーピア（高齢者集

合住宅）入居者の募集（武蔵野市地元割当単

身者向） 

東京都武蔵野市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成29年2月15日 定住促進住宅の入居者を募集します 福島県本宮市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等） 

平成29年2月15日 公営住宅入居者募集 北海道富良野市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成29年2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（平成29年2月募集） 

山口県周防大島町 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成29年2月15日 市営住宅の入居者を募集（3月募集） 岐阜県恵那市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成29年2月15日 2/28まで！町営住宅の入居者を募集します 岡山県久米南町 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 
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配信日 タイトル 地方自治体 定住支援施策のカテゴリー区分 

平成29年2月15日 2月の公営住宅入居者募集は終了しました 新潟県燕市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成29年2月15日 平成29年2月都営住宅シルバーピア（高齢者集

合住宅）入居者の募集（武蔵野市地元割当単

身者向） 

東京都武蔵野市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成29年2月15日 京都福知山 古民家暮らし探求ツアー - お知

らせ 

京都府福知山市 ３．移住体験、６．改修・リフォーム 

平成29年2月16日 「浜頓別町空き家バンク」制度について 北海道浜頓別町 ４．物件情報（公的賃貸住宅等） 

平成29年2月16日 岩手県災害公営住宅（大槌町屋敷前団地）入

居者募集について 

岩手県久慈市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成29年2月16日 岩手県災害公営住宅（大槌町屋敷前団地）入

居者募集について 

岩手県久慈市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成29年2月16日 入居者募集 飯山市へのＩターン・Ｕターンの方

へ向けた賃貸住宅 「サンコーポラス飯山」 

長野県飯山市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等） 

平成29年2月16日 岩手県災害公営住宅（大槌町屋敷前団地）入

居者募集について 

岩手県久慈市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成29年2月16日 岩手県災害公営住宅（大槌町屋敷前団地）入

居者募集について 

岩手県久慈市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成29年2月16日 市営住宅１月定期募集抽選結果 神奈川県藤沢市 ５．公営住宅の入居募集 

平成29年2月17日 さんだ移住・交流フェア開催! 兵庫県三田市 ２．移住・定住相談・イベント 

平成29年2月17日 3月5日（日曜日）「おおいた暮らし塾in 大阪」を

シティプラザ大阪で開催します！ 

大分県 ２．移住・定住相談・イベント 

平成29年2月17日 ふふふカフェ2017vol.1～福島県の『地域のお

仕事』まるごと相談会～を開催します！ 

福島県 ２．移住・定住相談・イベント 

平成29年2月17日 3/13(月)北信州いいやま 田舎暮らし移住相談

会 in 銀座NAGANOを開催します！ 

長野県飯山市 ２．移住・定住相談・イベント 

平成29年2月17日 3/14(火)北信州いいやま 田舎暮らし移住相談

会 in 銀座NAGANOを開催します！ 

長野県飯山市 ２．移住・定住相談・イベント 

平成29年2月17日 3/15(水)北信州いいやま 田舎暮らし移住相談

会 in 銀座NAGANOを開催します！ 

長野県飯山市 ２．移住・定住相談・イベント 

平成29年2月17日 3/16(木)北信州いいやま 田舎暮らし移住相談

会 in 銀座NAGANOを開催します！ 

長野県飯山市 ２．移住・定住相談・イベント 

平成29年2月17日 3/17(金)北信州いいやま 田舎暮らし移住相談

会 in 銀座NAGANOを開催します！ 

長野県飯山市 ２．移住・定住相談・イベント 

平成29年2月17日 冬の移住体験ツアー参加者を募集していま

す！！…お知らせ 

北海道利尻町 ３．移住体験 

平成29年2月17日 平成28年度第4回空家随時募集のご案内（市

営住宅） 

福島県会津若松市 ５．公営住宅の入居募集 

平成29年2月19日 平成２９年３月町営住宅（特定公共賃貸住宅）

募集について 

香川県綾川町 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成29年2月19日 平成２９年３月町営住宅（特定公共賃貸住宅）

募集について 

香川県綾川町 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成29年2月20日 三田市移住体験バスツアー～はじめての三田

～ 

兵庫県三田市 ３．移住体験 

平成29年2月20日 ふらの生活体験 北海道富良野市 ３．移住体験、４．物件情報（公的賃貸住宅

等） 

平成29年2月20日 丹波市定住促進住宅入居者募集について 兵庫県丹波市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等） 

平成29年2月20日 市営住宅入居者募集（平成29年3月分） 兵庫県丹波市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成29年2月20日 ふらの生活体験 北海道富良野市 ３．移住体験、４．物件情報（公的賃貸住宅

等） 

平成29年2月20日 町営住宅等入居者募集（３月募集）のお知らせ 広島県北広島町 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成29年2月20日 市営住宅の入居者を募集します（平成２９年３

月常時公募【新規募集予告】）【都市整備局住

宅政策課】 

広島県広島市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成29年2月20日 特賃住宅の入居者を募集します（平成２９年３

月常時公募【新規募集予告】）【都市整備局住

宅政策課】 

広島県広島市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等） 

平成29年2月20日 市営住宅入居者募集(随時募集) 愛媛県八幡浜市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成29年2月20日 民間賃貸住宅家賃支援事業補助金交付申請

の手引を掲載しました 

 

新潟県 ４．物件情報（公的賃貸住宅等） 
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配信日 タイトル 地方自治体 定住支援施策のカテゴリー区分 

平成29年2月20日 平成29年2月都営高齢者住宅 （シルバーピア） 

入居者募集 

東京都小平市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等） 

平成29年2月20日 特定優良賃貸住宅マンションドリームの入居者

募集 

福井県敦賀市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等） 

平成29年2月20日 県営住宅入居者募集について（平成29年3月

募集） 

香川県 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成29年2月20日 市営住宅入居者募集（平成29年3月分） 兵庫県丹波市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成29年2月20日 町営住宅等入居者募集（３月募集）のお知らせ 広島県北広島町 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成29年2月20日 市営住宅の入居者を募集します（平成２９年３

月常時公募【新規募集予告】）【都市整備局住

宅政策課】 

広島県広島市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成29年2月20日 市営住宅入居者募集(随時募集) 愛媛県八幡浜市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成29年2月20日 県営住宅入居者募集について（平成29年3月

募集） 

香川県 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成29年2月20日 移住・定住情報 鹿児島県東串良町 ５．公営住宅の入居募集、６．改修・リフォー

ム 

平成29年2月20日 移住・定住情報 鹿児島県東串良町 ５．公営住宅の入居募集、６．改修・リフォー

ム 

平成29年2月21日 3月10日金曜日 阿蘇移住相談会 in 

TOKYO 

熊本県 ２．移住・定住相談・イベント 

平成29年2月21日 映画「超高速！参勤交代 リターンズ」DVD＆

ブルーレイ発売記念特別上映会の開催につい

て（募集） 

福島県いわき市 ２．移住・定住相談・イベント 

平成29年2月21日 とっとり移住 休日相談会（東京）【開催日：3月

18日】に参加します！ 

鳥取県岩美町 ２．移住・定住相談・イベント 

平成29年2月21日 空き家バンク登録物件一覧 徳島県海陽町 ４．物件情報（公的賃貸住宅等） 

平成29年2月21日 新築県営住宅入居者募集 栃木県 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成29年2月21日 【登録物件 第20号】三角町太田尾の物件 熊本県宇城市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等） 

平成29年2月21日 市営住宅入居者募集(期間2月21日~28日) 長野県駒ヶ根市 ５．公営住宅の入居募集 

平成29年2月21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 ５．公営住宅の入居募集 

平成29年2月21日 平成28年度第3回（2月分）市営住宅空家募集

抽選結果 

千葉県松戸市 ５．公営住宅の入居募集 

平成29年2月21日 新築県営住宅入居者募集 栃木県 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成29年2月21日 市営住宅入居者募集(期間2月21日~28日) 長野県駒ヶ根市 ５．公営住宅の入居募集 

平成29年2月22日 若者定住環境モデルタウン 定住促進住宅入

居申込受付開始 

山形県最上町 １．移住・定住支援（補助・助成等） 

平成29年2月22日 『まちなか定住支援宅地分譲』申し込み好評受

付中！ 

山形県河北町 １．移住・定住支援（補助・助成等） 

平成29年2月22日 第10回移住者トークセッション開催！ 奈良県 ２．移住・定住相談・イベント 

平成29年2月22日 【県主催】第１回Ｕ・Ｉターン者交流会の開催に

ついて（政策推進課トピックス） 

福井県越前市 ２．移住・定住相談・イベント 

平成29年2月22日 【とっとりWEST移住ポータルサイト】開設 鳥取県日南町 ２．移住・定住相談・イベント 

平成29年2月22日 市営住宅入居者募集の選考・抽選結果 京都府宇治市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成29年2月22日 町営住宅等の空き家情報 H29.2.22 島根県邑南町 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成29年2月22日 県営住宅入居者募集（平成２８年度第４回）の

抽選結果について 

徳島県 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成29年2月22日 「若者住宅」入居者を募集します 長野県中野市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等） 

平成29年2月22日 市営住宅入居者募集の選考・抽選結果 京都府宇治市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成29年2月22日 [新着情報]平成28年度第4回市営住宅の募集

は終了しました。 

 

北海道深川市 ５．公営住宅の入居募集 

平成29年2月22日 町営住宅等の空き家情報 H29.2.22 島根県邑南町 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成29年2月22日 県営住宅入居者募集（平成２８年度第４回）の

抽選結果について 

徳島県 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 
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平成29年2月22日 移住・定住情報 鹿児島県東串良町 ５．公営住宅の入居募集、６．改修・リフォー

ム 

平成29年2月22日 移住・定住情報 鹿児島県東串良町 ５．公営住宅の入居募集、６．改修・リフォー

ム 

平成29年2月23日 若者定住環境モデルタウン 若者定住促進住

宅入居申込受付開始 

山形県最上町 １．移住・定住支援（補助・助成等） 

平成29年2月23日 【2月19日東京】仕事も子育ても自分らしく♪ 菊

川市移住セミナーを開催しました 

静岡県菊川市 ２．移住・定住相談・イベント 

平成29年2月23日 移住・二地域居住体験施設「ｌａｕｇｈ－ｌａ（ラフー

ラ）」 

福井県越前町 ３．移住体験 

平成29年2月23日 移住・二地域居住体験施設「Ｍｏｈａｇｅ（モハー

ジュ）」 

福井県越前町 ３．移住体験 

平成29年2月23日 公営住宅の入居者を募集しています 北海道小清水町 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成29年2月23日 特定公共賃貸住宅の入居者を募集しています 北海道小清水町 ４．物件情報（公的賃貸住宅等） 

平成29年2月23日 地域特別賃貸住宅の入居者を募集しています 北海道小清水町 ４．物件情報（公的賃貸住宅等） 

平成29年2月23日 市営住宅の入居者募集について 大阪府枚方市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成29年2月23日 市営住宅入居者募集 富山県南砺市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成29年2月23日 賃貸住宅を借りる時のチェックポイント（2017年

2月23日） 

岡山県倉敷市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等） 

平成29年2月23日 平成29年度 宇和島市営住宅補欠入居者募

集 

愛媛県宇和島市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成29年2月23日 川口馬場住宅２号棟（定期借家契約）入居者の

募集をします 

福島県金山町 ４．物件情報（公的賃貸住宅等） 

平成29年2月23日 空き家情報 物件番号：28-1-12【中心市街地】

【橋北地区】【賃貸5万円】 

長野県飯田市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等） 

平成29年2月23日 特定公共賃貸住宅入居者の公募について 高知県本山町 ４．物件情報（公的賃貸住宅等） 

平成29年2月23日 公営住宅の入居者を募集しています 北海道小清水町 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成29年2月23日 市営住宅の入居者募集について 大阪府枚方市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成29年2月23日 市営住宅入居者募集 富山県南砺市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成29年2月23日 平成29年度 宇和島市営住宅補欠入居者募

集 

愛媛県宇和島市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成29年2月24日 移住定住パンフレット「しあわせ暮らし」を発刊

しました！ 

徳島県阿波市 １．移住・定住支援（補助・助成等） 

平成29年2月24日 岩手県U・Iターンフェア2（秋葉原） 岩手県 ２．移住・定住相談・イベント 

平成29年2月24日 岩手県U・Iターンフェア2（秋葉原） 岩手県 ２．移住・定住相談・イベント 

平成29年2月24日 【十日町】２月12日（日）に移住セミナー「ツマリ

カフェ2017～大地の芸術祭の里に住もう」を開

催 

新潟県 ２．移住・定住相談・イベント 

平成29年2月24日 「~トカライフ！~ 吐?喇列島で島暮らしフェア」

を開催します！ 

鹿児島県十島村 ５．公営住宅の入居募集 

平成29年2月24日 市有地の売却情報（ただいま掲載中の物件情

報6件） 

富山県南砺市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等） 

平成29年2月24日 市営住宅入居者を募集します 岐阜県大垣市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成29年2月24日 町営住宅入居者募集 島根県邑南町 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成29年2月24日 市営住宅入居者募集 栃木県宇都宮市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成29年2月24日 公営住宅の入居者定期募集 滋賀県東近江市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成29年2月24日 久留米市：平成28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 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成29年2月24日 市営住宅入居者募集(３月募集) 高知県香南市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成29年2月24日 市営住宅入居者を募集します 岐阜県大垣市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成29年2月24日 町営住宅入居者募集 島根県邑南町 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 



73 

  

配信日 タイトル 地方自治体 定住支援施策のカテゴリー区分 

平成29年2月24日 市営住宅入居者募集 栃木県宇都宮市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成29年2月24日 公営住宅の入居者定期募集 滋賀県東近江市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成29年2月24日 ３月の市営住宅募集のご案内 福井県越前市 ５．公営住宅の入居募集 

平成29年2月24日 久留米市：平成28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 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成29年2月24日 県営住宅（支援対象避難者向け）入居募集の

ご案内（平成２９年２月２４日更新） 

福島県 ５．公営住宅の入居募集 

平成29年2月24日 県営住宅入居募集のご案内（平成２９年２月２４

日更新） 

福島県 ５．公営住宅の入居募集 

平成29年2月24日 町営住宅入居募集について 福島県会津坂下町 ５．公営住宅の入居募集 

平成29年2月24日 市営住宅入居者募集(３月募集) 高知県香南市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成29年2月24日 移住定住促進対策補助金制度のご案内（平成

29年３月31日まで） 

鹿児島県南九州市 ６．改修・リフォーム 

平成29年2月25日 空き家情報 物件番号：28-1-12【中心市街地】

【橋北地区】【賃貸7万円】 

長野県飯田市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等） 

平成29年2月27日 町議会議員全員による移住者支援を目的とし

た『あなたの移住応援します隊』の結成につい

て 

鹿児島県錦江町 １．移住・定住支援（補助・助成等） 

平成29年2月27日 たつの・宍粟・上郡・佐用就職・定住応援フェア

2017 

兵庫県佐用町 ２．移住・定住相談・イベント 

平成29年2月27日 HIDA-Drinks in Hida vol.2 『移住者大交流会』 

開催 

岐阜県高山市 ２．移住・定住相談・イベント 

平成29年2月27日 住んでみんで徳島で！移住相談会ｉｎ大阪 徳島県 ２．移住・定住相談・イベント 

平成29年2月27日 第4回八峰町お試し移住ツアー(H29.2.10～12)

が開催されました。 

秋田県八峰町 ２．移住・定住相談・イベント、３．移住体験、

４．物件情報（公的賃貸住宅等）、６．改修・リ

フォーム 

平成29年2月27日 ３月１８日（土曜日）東京でセミナー開催！長野

市への移住をお考えの方へ 

長野県長野市 ２．移住・定住相談・イベント 

平成29年2月27日 ２月２４日（金曜日）、２５日（日曜日） 「長野市と

長野地域による冬の移住相談会」 開催報告 

長野県長野市 ２．移住・定住相談・イベント 

平成29年2月27日 庄原暮らしお試し体験施設 広島県庄原市 ３．移住体験 

平成29年2月27日 第4回八峰町お試し移住ツアー(H29.2.10～12)

が開催されました。 

秋田県八峰町 ２．移住・定住相談・イベント、３．移住体験、

４．物件情報（公的賃貸住宅等）、６．改修・リ

フォーム 

平成29年2月27日 町営住宅入居者の募集について｜お知らせ｜

北海道十勝郡浦幌町 

北海道浦幌町 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成29年2月27日 市営住宅の入居者募集について 富山県砺波市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成29年2月27日 町営住宅入居者の公募について 山形県真室川町 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成29年2月27日 町営住宅入居者の公募について 山形県真室川町 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成29年2月27日 県営住宅の入居者募集 福岡県芦屋町 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成29年2月27日 第4回八峰町お試し移住ツアー(H29.2.10～12)

が開催されました。 

秋田県八峰町 ２．移住・定住相談・イベント、３．移住体験、

４．物件情報（公的賃貸住宅等）、６．改修・リ

フォーム 

平成29年2月27日 飯山市の住まい情報 長野県飯山市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等） 

平成29年2月27日 市営住宅入居者募集一覧（平成29年3月分） 鳥取県米子市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成29年2月27日 町営住宅入居者の募集について｜お知らせ｜

北海道十勝郡浦幌町 

北海道浦幌町 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成29年2月27日 市営住宅の入居者募集について 富山県砺波市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成29年2月27日 町営住宅入居者の公募について 山形県真室川町 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成29年2月27日 町営住宅入居者の公募について 山形県真室川町 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成29年2月27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 ５．公営住宅の入居募集 



74 

  

配信日 タイトル 地方自治体 定住支援施策のカテゴリー区分 

平成29年2月27日 県営住宅の入居者募集 福岡県芦屋町 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成29年2月27日 市営住宅のご案内（2月・3月随時募集） 長野県大町市 ５．公営住宅の入居募集 

平成29年2月27日 市営住宅入居者募集一覧（平成29年3月分） 鳥取県米子市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成29年2月27日 行橋市と福岡銀行の連携協定に基づく金利優

遇策について 

福岡県行橋市 ６．改修・リフォーム 

平成29年2月27日 第4回八峰町お試し移住ツアー(H29.2.10～12)

が開催されました。 

秋田県八峰町 ２．移住・定住相談・イベント、３．移住体験、

４．物件情報（公的賃貸住宅等）、６．改修・リ

フォーム 

平成29年2月28日 福井市の林業・漁業に就こう！「U・Iターン就業

相談会in大阪」を開催します 

福井県福井市 ２．移住・定住相談・イベント 

平成29年2月28日 あおもりＵターン就職支援センター [青森県東

京事務所 2月28日] 

青森県 ２．移住・定住相談・イベント 

平成29年2月28日 ふらの生活体験 北海道富良野市 ３．移住体験、４．物件情報（公的賃貸住宅

等） 

平成29年2月28日 市営住宅の入居者募集 京都府亀岡市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成29年2月28日 [新着情報]空き家情報 深川一已地区賃貸住

宅物件番号32を掲載しました。 

北海道深川市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等） 

平成29年2月28日 公営住宅入居者の募集について（募集期間：

平成29年2月28日～平成29年3月14日） 

北海道遠別町 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成29年2月28日 市有地の売却について 山梨県甲斐市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等） 

平成29年2月28日 「吉田第2住宅」、「那留住宅」の入居者募集 岐阜県郡上市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等） 

平成29年2月28日 【入居者募集】富田地域優良賃貸住宅”内覧

会”をおこないます 3月11日～13日 

長野県喬木村 ４．物件情報（公的賃貸住宅等） 

平成29年2月28日 市営住宅の入居者を募集します 鳥取県境港市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成29年2月28日 市営住宅の入居者募集 京都府亀岡市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成29年2月28日 平成28年度第4回新ひだか町公営住宅の入居

募集について 

北海道新ひだか町 ５．公営住宅の入居募集 

平成29年2月28日 公営住宅入居者の募集について（募集期間：

平成29年2月28日～平成29年3月14日） 

北海道遠別町 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 

平成29年2月28日 市営住宅の常時募集（3月新規分）について 山口県下関市 ５．公営住宅の入居募集 

平成29年2月28日 「庄原市耐震改修促進計画(第2期計画)」策定

に係るパブリックコメントの募集 

広島県庄原市 ５．公営住宅の入居募集 

平成29年2月28日 平成29年3月分市営住宅一般募集物件一覧 福島県郡山市 ５．公営住宅の入居募集 

平成29年2月28日 平成29年3月分鶴見坦市営住宅募集物件一覧 福島県郡山市 ５．公営住宅の入居募集 

平成29年2月28日 平成29年3月分市営住宅優先募集物件一覧 福島県郡山市 ５．公営住宅の入居募集 

平成29年2月28日 市営住宅の入居者を募集します 鳥取県境港市 ４．物件情報（公的賃貸住宅等）、５．公営住

宅の入居募集 
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表 ２-７ 掲載した連携事例一覧 

 

検索年月 自治体名 タイトル 

平成 28 年 3 月-1 岡山県倉敷市 
倉敷市と移住者支援に取り組む団体が連携組織し「移住促進

協議会」を発足 

平成 28 年 3 月-2 愛媛県松山市 松山市で農園を通じて避難者と地域住⺠が交流 

平成 28 年 3 月-3 兵庫県淡路市 福島から淡路市に移住した一家が集いの場づくり 

平成 28 年 8 月 秋田県 秋田銀行、移住者向けローン金利優遇 

平成 28年 10月-1 沖縄県 企業連携事例：沖縄県「ニライカナイカード」 

平成 28年 10月-2 茨城県 

大学の取組：筑波学院大と東大共同チーム 避難者支援の実

情 動画サイトで公開 大規模災害時の参考に１７団体に課

題など聞き取り 

平成 28 年 12 月 山形県 
米沢の NPO「結いのき」、原発事故の避難者に独自支援 

10 万円を上限に引っ越し費補助 
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平成28年3 月-1 

各地の取組事例 【岡山県倉敷市】 

倉敷市と移住者支援に取り組む団体が連携組織し 
「移住促進協議会」を発足 

取組概要 

2016 年新年度から移住定住施策を本格的に進める倉敷市が、移住定住の分野に携わる官⺠団体
と協働で取組を進めようと「移住促進協議会」を設置。 

関係団体 
� 倉敷市 http://www.city.kurashiki.okayama.jp/ コールセンター：086-426-3030 

� 倉敷中央公共職業安定所 

� http://okayama-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/news_topics/kantokusho_oshirase/
kantoku/kantoku02.html #01  代表：086-424-3333 

� 岡山県宅地建物取引業協会 http://okayama-takken.jp/ 代表：086-222-2131 

� NPO「よりはぐプロジェクト」2011 年 5 月24 ⽇設⽴、代表：090-3635-8607 

http://blog.canpan.info/yori-hug/ 
取組内容 

� 倉敷市は、就労や住居、⼦育てなどに関する情報を官⺠で共有し、移住希望に応えることを目的に、
官⺠4 団体による連携組織「移住促進協議会」を⽴ち上げた。 

� 就労分野では倉敷中央公共職業安定所、住居の分野では岡山県宅地建物取引業協会、移住支
援団体として被災者の受け入れや⼦育て支援に取り組む「よりはぐプロジェクト」、そして倉敷市の 4 団
体が参加し、意⾒交換を⾏う。 

� 3 月25 ⽇に初会合を⾏った。内容は、「くらしき移住定住推進室」の新設や「お試し住宅」の開設等の
最新情報共有、移住者数調査の結果も報告、意⾒交換等。 

� 報告の内容：倉敷市によると去年４月から半年間、⾃らの意思で市内に移住した⼈が、少なくとも
117⼈いた。仕事に関する相談が多く、移住してから事務職を希望する⼈が目⽴つという報告があった。 

� 出席者からの意⾒：「起業・創業希望者を募るなど、⼈材需要をつなぐ仕組みづくりが必要」「住むとこ
ろを生み出すため、地域の方が受け入れる気持ちを持つべき」 

� 会議は今後、年 1〜2 回ほど開く予定で、提案内容を市で予算化し、各種団体と連携して施策を進
めていく方針。 

参考資料 
○ 2016/03/25 山陽新聞朝刊「移住促進へ情報共有 倉敷市が支援団体と協議会結成 年 1〜2 
○ 回会合 施策に生かす 就労や住居、⼦育て」 
○ 倉敷ケーブルテレビ KCT ワイド「倉敷市移住促進協議会を設⽴」 

http://tv.kct.jp/program/detail.php?id=18004 
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平成 28 年 3 月-2 

各地の取組事例 【愛媛県松山市】 

松山市で農園を通じて避難者と地域住⺠が交流 

取組概要 

避難者らでつくる「NPO 法⼈えひめ 311」が⻑期避難者の交流促進を兼ねた⾃⽴支援。直営農園と
して試験圃場を運営。 

関係団体 

� 特定非営利活動法⼈ えひめ 311 http://ehime311.official.jp/ 

電話：070-5515-2217 

取組内容 

� 松山市の遊休地を活用して 2014 年に開園された防災福祉農園で、3 月21 ⽇に「種まき祭」が⾏
われた。 

� 農園は、避難者らでつくる「NPO 法⼈えひめ 311」が開園。⻑期避難者の交流促進を兼ねた⾃⽴支
援。直営農園として試験圃場を運営し、就職困難者の就労の場を作っている。 

� 同時に、災害時に畑のサツマイモやダイコンで汁物を作るなどの備えとなっている。 

� 平成 27 年 12 月6 ⽇には、同 NPO により愛媛県内で交流会が開催。テーマは、『畑で遊ぼう！ 
In 古川防災福祉農園』で、福祉農園の利用者の方や地域住⺠の方、学生ボランティアの方たちと一
緒に畑での作業を⾏ったり、持ち寄りで福島風芋煮を作ったりし、⼈同⼠の交流やふれあいの場作り。参
加者は、延べ 30 ⼈（避難者が 11 ⼈、福祉農園利用者 2 ⼈、地域住⺠4 ⼈、学生ボランティア
13⼈）。その他、多数のイベントを⾏っている。 

参考記事 
○ 2016/03/22 愛媛新聞 農業通じ防災意識育む 松山 震災避難者と住⺠交流 

○ 特定非営利活動法⼈ えひめ 311 〜みんなつながれ古川多機能農園プロジェクト〜 

http://www.maff.go.jp/chushi/nouson/kaseika/pdf/120 jirei.pdf 

○ JCN 東⽇本大震災に伴い全国に避難されている方々のための地域情報サイト ブログ 交流会開催 

〜畑で遊ぼう！ in 古川防災福祉農園〜 

http://fukushima.jpn-civil.net/weblog/shikoku/511/ 
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平成 28 年 3 月-3 

各地の取組事例 【兵庫県淡路市】 

福島から淡路市に移住した一家が集いの場づくり 

取組概要 

福島から淡路市に避難者が「避難ではなく移住」に切り替えることを決め、⻑期・短期の滞在が可能な
宿泊施設、シェアハウス「サルダンゴ（Salud-an-go）」を開設。 

関係団体 

� シェアハウス「サルダンゴ」  電話：－ 

http://www.agoda.com/ja-jp/share-house-salud-an-go/hotel/kobe-jp.html 

取組内容 

� 福島から淡路市に移住した煙山享さん一家は、旧学生寮を借り、多くの⼈が集う場づくりに取り組んでい
る。 

� 福島では引きこもりなど生きづらさを抱えた⼈のフリースクール（就労支援施設）を運営していた。⼈材
派遣会社の復興プロジェクトの一環でやって来た淡路島で同様の施設を再開したが、利用者はゼロに。 

� 避難ではなく、ここでずっと暮らすと決め、周囲の⼈とは友⼈として付き合いたいとの思いから、支援施設を
シェアハウス「サルダンゴ」に切り変えた。旅⾏者や地元の⼈、被災地の⼈、すべての⼈が交流できる場所
を目指している。⻑短期の滞在以外に、映画上映会や絵画展等を⾏う。 

� 写真展の例：加東市出身の出井和仁さん(25)と、奈良県出身の倉田祐貴さん(22)。2015 年 8 
月にシェアハウスサルダンゴに入居し、旅とカメラという共通の趣味で意気投合した。移住した若者 2 ⼈の
写真展「特別ここっていうとこだけじゃなくて、淡路島の普段通り、いつも通りが好き」が、2016 年 1 月
24⽇〜31 ⽇が実施された。島内の何気ない風景や⼈々の営みを先入観なく切り取った作品が並ん
だ。 

参考資料 
○ 2016/03/11 神⼾新聞地方版＜東⽇本大震災５年 ともに＞福島から淡路市に移住・煙山さん一

家 集いの場づくりに奔走 住⺠や被災者 淡路島内移住希望者 ⻑期滞在や映画会で交流 洲本の
「サルダンゴ」 

○ シェアハウス サルダンゴ (Share House Salud-An-Go) 
http://www.agoda.com/ja-jp/share-house-salud-an-go/hotel/kobe-jp.html 

○ 福島時代の理想、実現目指す 淡路移住の煙山さん 2016/3/10 18:00 神⼾新聞 NEXT 
http://www.kobe-np.co.jp/news/awaji/201603/0008879388.shtml 

○ 洲本に移住の２⼈が写真展 淡路の風景や⽇常写す 2016/1/24 20:00 神⼾新聞 NEXT 
http://www.kobe-np.co.jp/news/awaji/201601/0008748702.shtml 

○ NPO 法⼈あわじ FAN クラブ 移住者の声煙山享さん（フリースクール運営時代） 
http://www.kuniumi.or.jp/awajigurashi/ijyusya.php?eid=00050 
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平成 28 年 8 月 

各地の取組事例 【秋田県】 

秋田銀⾏、移住者向けローン⾦利優遇  

取組概要 

株式会社秋田銀⾏は、8 月 10 ⽇より秋田県への移住者を対象に住宅ローン⾦利の優遇を開始。移
住後 5 年以内の⼈や移住予定者、東⽇本大震災の避難者が対象。変動⾦利の場合、全期間で店頭
表⽰から年 2.125％、最大で年 0.45％優遇。申込みにあたっては、勤続年数の条件を含めて、移住を
希望される⼈が利用しやすいように住宅ローンの間⼝を広げている。 

関係団体 

� 株式会社秋田銀⾏ https://www.akita-bank.co.jp/index.htm 

取組内容 

� 「〈あきぎん〉住宅ローン『あきた移住・定住サポート⾦利』」 の取扱いを開始。 

https://www.akita-bank.co.jp/news/news_release/28081001.htm 

� 秋⽥県内初の制度：秋田県内初の制度となり、優遇⾦利は県や市町村が地方創生の一環として取
り組んでいる「首都圏等からの移住・定住支援活動」に賛同するもので、秋田県へ移住・定住をサポート
する狙いがある。 

� 対象者条件：本県への移住後５年以内の方のほか、勤務先が決定している県外からの移住予定者
や、東⽇本大震災により現在秋田県へ避難されている被災者が利用可能な制度。 

� 固定⾦利を最⼤で年 0.45％引き下げ：移住者に住宅ローン⾦利を優遇することにより、住宅を新
築・購入をする場合に固定⾦利を最大で年 0.45％引き下げる。 

固定３年 ：「夢・応援プラン」基準⾦利から年 0.20％引下げ 

固定５年、１０年：「夢・応援プラン」基準⾦利から年 0.45％引下げ 

変動⾦利 ：店頭⾦利から年 2.125％引下げ（全期間） 

� 資⾦使途： 秋田県内にある住宅新築・購入・リフォーム・借換資⾦ 

参考資料 

○ 2016/08/19 秋田銀⾏、移住者向けローン⾦利優遇（⽇本⾦融通信社） 
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平成 28 年 10 月-1 

各地の取組事例 【沖縄県】 

企業連携事例：沖縄県「ニライカナイカード」 
取組概要 

沖縄県は、震災直後の11年3月、県内の⾏政や⺠間団体、企業などで「東⽇本大震災支援協⼒会
議（県⺠会議）」を設⽴、11 年 6 月から、被災者がスーパーや公共交通機関などで割引サービスが受け
られる「ニライカナイカード」を発⾏し、生活を支援してきた。しかし、被災県からの避難者に住宅を無償で貸
し出す支援を来年３月で終了することに伴って、沖縄県はニライカナイカードの打ち切りを決めた。 

関係団体 

� 沖縄東⽇本大震災支援協⼒会議
http://www.kyouryokukaigi-okinawa.net/category/support_menu/about_nirai-kan
ai_card 

取組内容 

� 沖縄県は、震災直後の 11 年 3 月、県内の⾏政や⺠間団体、企業などで「東⽇本大震災支援協⼒
会議（県⺠会議）」を設⽴。設⽴の目的：私たち沖縄県⺠は、⻑い歴史の中で培われた県⺠の
友愛・相互扶助の精神（チムグクル）をもって、被災者の皆様を温かくお迎えし、当面の
生活を安心して送っていただくために、誠意を尽くしてお手伝いすることができると確信
しています（Web サイトより）。 

� 現在、188 団体が参加。タクシー・バス・航空会社等の交通関係、ホテル、コープ・コンビニ、弁当店、家
具店、⾐料店、スイミングスクール、テレビ局・ラジオ局、新聞社、NTT・電話会社、不動産会社、大
学、他、あらゆる分野の業種が参加している。協⼒会議会員一覧 
http://www.kyouryokukaigi-okinawa.net/category/about_us/member-list 

� 県⺠会議は 11 年 6 月から、被災者がスーパーや公共交通機関などで割引サービスが受けられる「ニラ
イカナイカード」を発⾏し、生活を支援してきた。当初は 12 年度までだった期限を延⻑し、16 年度は
253 世帯、601 ⼈に発⾏している。だが 17 年 3 で住宅の無償提供が終了するのに伴い、カードの発
⾏も終了すると決めた。 

� 今後は福島県の意向に沿うかたちで、県も避難者の帰還や生活再建に向けた支援策に比重を移す。
沖縄在住の被災者は 611 ⼈。 

� 東⽇本大震災の影響による被災県から沖縄への避難者数は、ピーク時（2013 年 2 月）の 1,062 か
ら減りつつある。今年 9 月時点では 611 ⼈が県内で暮らす。内訳は福島県が最多で 426 ⼈。宮城県
94 ⼈、岩手県 3 ⼈、千葉県などその他で 88 ⼈。 

参考資料 

○ 2016/10/17 沖縄タイムス 朝刊 16 ページ 
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平成 28 年 10 月-2 

各地の取組事例 【茨城県】 

大学の取組：筑波学院大と東大共同チーム  
避難者支援の実情 動画サイトで公開 

大規模災害時の参考に１７団体に課題など聞き取り 
取組概要 

筑波学院大学（つくば市）と東京大学の共同研究チームは、東⽇本大震災や東京電⼒福島第一原
発事故でつくば市内に避難してきた⼈たちの支援団体に、インタビューを実施し、インターネットの動画サイト
を⽴ち上げて公開している。避難者数も活動団体数も多い支援活動の実情を「つくば市モデル」として記録
し、大規模災害が起きた時の参考にするよう呼びかけている。 

関係団体 

� 「東京電⼒福島第一原⼦⼒発電所事故 つくば市での被災者支援この 5 年（2011-2016） 

＜映像アーカイブ＞http://sites.anthro.c.u-tokyo.ac.jp/tsukuba/ 

取組内容 

� サイトでは、原発事故後、茨城県つくば市で避難者支援活動を⾏ってきた主な団体を、「避難者⾃助
組織」「つくば-⾏政」「つくば-大学」「つくば-⺠間 1」「つくば-⺠間 2」「福島から」「避難者⾃助組織」「⾏
政」「大学」「⺠間」の 6 種類に分類し、1. 支援活動の経緯   2. 支援活動について  3. 支援活動
での工夫  4. 支援活動での課題、のそれぞれについて、インタビューの映像をアップしている。 

� 茨城県によると、10 月 6 ⽇時点での県内避難者数は 3,809 ⼈で、東京都、埼玉県に次いで全国三
位。このうち、つくば市への避難者数は 536 ⼈で、県内で最も多い。 

� 共同研究チームリーダーで筑波学院大の講師、武田直樹さん(47)は「受け入れ側のつくば市の動きは、
ほとんど着目されてこなかった」と考え、震災から5年の今年の公開を目指し、昨年3月に取材を始めた。 

� 武田さんらは、市や大学、避難者の⾃助組織、⺠間の支援団体など 17 団体に支援活動を始めたきっ
かけや内容、課題、工夫の四項目を質問し、約 3 時間半の映像にまとめた。アーカイブには、つくば市の
映像製作会社社⻑、田部⽂厚さん(45)も協⼒を申し出て撮影した。⾃身も福島県郡山市から⾃主
避難しており「同じ避難者だからこそ打ち明けてくれたこともある」と振り返る。 

� サイトでは、「避難者に対するセーフティネット作り」としてセーフティネットが構築されるまでのイメージを提
⽰している。また、原発事故から５年が経過しても未だ残る「今後の課題」も提⽰している。武田さんは
「⾃治体や一般の⼈にも『今から何ができるのか』を考えるきっかけにしてほしい」と話している。 

参考資料 

○ 2016/10/17 東京新聞朝刊 地方版（茨城版） 22 ページ 
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平成 28 年 12 月 

各地の取組事例 【山形県】 

米沢の NPO「結いのき」、原発事故の避難者に独⾃支援 
10 万円を上限に引っ越し費補助  

取組概要 

米沢市のＮＰＯ法⼈「結いのき」（大友恒則理事⻑）は、東京電⼒福島第１原発事故に伴う山形
県への⾃主避難者で、県が来年 3 月から無償提供する県職員住宅 50 ⼾の入居者を対象とし、１世帯
当たり 10 万円を上限に引っ越し費用を補助する独⾃支援を⾏う。避難者の⾃⼰負担となる引っ越し費
用を軽減。 

関係団体 

� 米沢市のＮＰＯ法⼈「結いのき」（大友恒則理事⻑）http://yuinoki.or.jp/ 

� 認定ＮＰＯ法⼈「ジャパン・プラットフォーム」 http://www.japanplatform.org/ 

取組内容 

� 東⽇本大震災の復興支援活動や福祉事業を展開する米沢市の NPO 法⼈「結いのき」（大友恒則理
事⻑）は、東京電⼒福島第１原発事故に伴う山形県への⾃主避難者に対し、避難者の経済負担を
軽減・生活再建支援を目的に、１世帯当たり 10 万円を上限に引っ越し費用を補助する独⾃支援を⾏
う予定。山形県が来年 3 月から無償提供する県職員住宅 50 ⼾の入居者が対象、山形県が窓⼝とな
り、対象者を紹介する予定。 

� 福島県が来年 3 月末で⾃主避難者に対する住宅無償提供を打ち切ることを受け、山形県は低所得世
帯を対象に、山形市や米沢市などの県職員住宅 50 ⼾を無償提供することを決め、12 月 21 ⽇から入
居者を募集している。 

� 結いのきでは避難者の⾃⼰負担となる引っ越し費用を軽減しようと、独⾃支援を計画。政府や企業、非
政府組織(NGO)でつくる認定 NPO 法⼈「ジャパン・プラットフォーム」の東⽇本大震災支援のための助成
事業に応募し、採択された。 

� 結いのきは山形県や米沢市、県トラック協会、市シルバー⼈材センターなどと連携し、独⾃支援。引っ越し
費用の補助のほか、⾞両や⼈員の手配など引っ越しのコーディネートや生活相談などの支援も⾏う。 

参考資料 

○ 2016/12/30 山形新聞朝刊 2 ページ 
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３．情報管理・分析 

２．で収集した情報を、①NPO 等市民団体への提供、②定住支援施策の傾向分析の２つの

目的に資するよう整理・分析を実施した。 

 

（１）実施方針 

１）実施フロー 

・業務は、以下の①～③の手順で実施し、これを月に２回の頻度で実施した。 

・情報量が蓄積されたのち、避難先自治体の定住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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 ３-１ 情報管理・分析の実施フロー 

 

 

① 収集した定住支援施策情報の分類整理 

・「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。 

②NPO 等市民団体に提供する「トピッ 

クス」の選定 

・①で整理した情報のうち、自主避難

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。 

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。 

④収集した情報の傾向分析 

・①で収集した情報について、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。 
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２）定住支援施策の分類の視点 

・各自治体から配信された定住支援施策は、下表の視点で分類した。 

 

表 ３-１ 定住支援施策の分類の視点 

分類項目 具体的内容 

①移住・定住支援 

（補助・助成等） 

各自治体で行っている移住・定住に関する主に補助や助成に関する情報 

＞検索キーワード：(定住 or 移住 or ターン) and（優遇 or 支援) 

（情報例） 

� お試し滞在支援事業補助金交付制度のお知らせ 徳島県三好市 

②移住・定住相

談・イベント 

各自治体で設置している移住・定住の相談窓口やイベント開催等に関す

る情報 

＞検索キーワード：(定住 or 移住 or ターン) and（相談 or 開設 or 開催 

or フェア） 

（情報例） 

� 移住相談会の日程を掲載しました 静岡県島田市 

� 「北海道暮らしフェア 2016」に沼田町が出展 北海道沼田町 

③移住体験 各自治体で募集している移住に向けた宿泊体験ツアーなどに関する情報 

＞検索キーワード：(定住 or 移住 or ターン) and 体験 

（情報例） 

� 第 3 回お試し移住ツアー(H28.10.14～16) 秋田県八峰町 

� 移住体験住宅の体験者募集について 北海道浦幌町 

④物件情報 

（公的賃貸住宅

等） 

各自治体が提供する公的賃貸住宅や空き家等の物件情報などに関する

情報 

＞検索キーワード：(住宅 or 物件) and (賃貸 or 購入 or 入居者) not 建設 

（情報例） 

� 空き家バンク賃貸・売買物件 大分県宇佐市 

� 雫石町内不動産情報について 岩手県雫石町 

� 住まい探し相談会 大阪府八尾市 など 

⑤公営住宅の入居

募集 

各自治体で募集している公営住宅の入居募集に関する情報 

＞検索キーワード：営住宅 and 募集 

（情報例） 

� 都営住宅公募における専用枠の設定 東京都 

� 福島県自主避難者向けの優先入居を実施（第２弾） 埼玉県 

� 平成 28 年 12 月分市営住宅優先募集物件一覧 福島県郡山市 など 

⑥改修・リフォー

ム 

各自治体で助成している住宅のリフォームや改修に関する情報 

＞検索キーワード：(定住 or 移住 or ターン) and（ﾘﾌｫｰﾑ or 改修 or ﾘﾉﾍﾞｰｼｮﾝ） 

（情報例） 

� 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 

� 海陽町空き家改修支援補助金 徳島県海陽町 

⑦その他 � 上記以外の自主避難者の帰還・定住の支援や判断に特に有益と考えら

れる情報。 

� 具体的には、「医療」「教育」「子育て」等に関する支援施策。 
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（２）分類整理とトピックスの選定結果 

１）分類別情報件数 

・地方自治体サイトから収集した移住・定住支援に関する情報量は、平成 28 年 4 月 1 日～

平成 29 年 2 月 28 日の間で 2,245 件（平成 29 年 2 月 28 日実績）であった。 

・カテゴリー別では、「４．物件情報（公的賃貸住宅等）」が最も多く（944 件）、次いで「５．

公営住宅の入居募集」に関する情報（703 件）であった。 

・なお、地方自治体サイトから収集した施策等の情報総数（平成 28 年 4 月 1 日～平成 29 年

2 月 28 日）は、385,826 件であった。 

 

表 ３-２ 移住・定住支援施策の分類別情報件数 

※平成 28 年 4 月 1 日～平成 29 年 2 月 28 日実績 

 全
て 

１
．
移
住

・
定
住
支
援 

（補
助

・
助
成
等
） 

２
．
移
住

・
定
住
相
談

・
イ
ベ

ン
ト 

３
．
移
住
体
験 

４
．
物
件
情
報 

（公
的
賃
貸
住
宅
等
） 

５
．
公
営
住
宅
の
入
居
募
集 

６
．
改
修

・
リ
フ
ォ
ー
ム 

平成 28 年 4 月 98 件 10 件 9 件 6 件 69 件 35 件 4 件 

平成 28 年 5 月 162 件 10 件 24 件 4 件 100 件 68 件 3 件 

平成 28 年 6 月 166 件 6 件 17 件 8 件 72 件 61 件 2 件 

平成 28 年 7 月 174 件 9 件 16 件 10 件 73 件 63 件 3 件 

平成 28 年 8 月 198 件 7 件 38 件 29 件 61 件 57 件 6 件 

平成 28 年 9 月 215 件 9 件 34 件 11 件 84 件 71 件 6 件 

平成28年10月 198 件 10 件 41 件 20 件 80 件 45 件 2 件 

平成28年11月 197 件 5 件 34 件 14 件 80 件 60 件 4 件 

平成28年12月 220 件 4 件 62 件 16 件 81 件 53 件 4 件 

平成 29 年 1 月 276 件 6 件 63 件 21 件 106 件 74 件 6 件 

平成 29 年 2 月 341 件 9 件 51 件 18 件 138 件 116 件 9 件 

 2,245 件 85 件 389 件 157 件 944 件 703 件 49 件 

※ 複数の分類に重複する情報があることから、上記情報件数の合計は、収集した情報件数とは一致しない。 

※ 同一のホームページ（URL）でも配信された日付が異なる場合や複数回配信している場合は、その都度そ

れぞれの情報としてカウントしている。 
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２）トピックス情報の内容 

・全国の避難先自治体から情報発信された各種施策等の情報（総数 385,826 件）から、移住・

定住支援情報に限らず、県外避難者に有益な情報や共有すべき施策を抽出、専用サイトに

掲載する「トピックス」として掲載した。 

・トピックスとして選定した情報は 65 件であった、月別の選定（掲載）件数は、下図の通 

りである。 

11件

1件

10件

2件

3件

2件

5件

7件

1件

4件

1件

1件

3件

3件

4件

6件

0件

1件

0件 2件 4件 6件 8件 10件 12件

2016年7月1日

2016年7月10日

2016年7月25日

2016年8月10日

2016年8月25日

2016年9月10日

2016年9月25日

2016年10月10日

2016年10月25日

2016年11月10日

2016年11月25日

2016年12月10日

2016年12月25日

2017年1月10日

2017年1月25日

2017年2月10日

2017年2月25日

2017年2月28日

 

※平成 29 年 2月 28 日時点での情報量。 

図 ３-２ 専用サイトに掲載したトピックスの件数の推移 
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表 ３-３ 専用サイトに掲載したトピックス情報の一覧 

配信日 タイトル URL 自治体名 

平成28年4月25日 「東日本大震災被災者林業就業支援
窓口」を設置しました。 

http://www.pref.yamanashi.j

p/release/ringyo/2405/hisaish

aringyoushuugyousien.html 

山梨県 

平成28年5月2日 健康診査・がん検診・眼科検診・おと
なの歯科検診の受診について（東北地
方被災者） 

http://www.city.koto.lg.jp/sei

katsu/bosai/58574/60364 ht

ml 

東京都江東区 

平成28年5月2日 東日本大震災による被災者の住宅再
建支援事業 [建築住宅課 5 月 2 日] 

http://www.pref.aomori.lg.jp/

/life/sumai/juutakusaikensien

.html?ref=rss 

青森県 

平成28年5月13日 東日本大震災により岩手県、宮城県、
福島県から避難されている方の特定
健康診査、後期高齢者健康診査につい
て 

http://www.city.katsushika.lg

.jp/kurashi/1000050/1001788

/1001806.html 

東京都葛飾区 

平成28年5月18日 「子ども・被災者支援法」に基づく支
援対象避難者の公営住宅への入居に
ついて 

http://www.pref.fukushima.lg
.jp/sec/11050b/koueijyutaku.

html 

福島県 

平成28年5月23日 東日本大震災で避難している方へ健
診のお知らせ 

http://www.city.maebashi.gu
nma.jp/kurashi/42/43/51/p01

6363.html 

群馬県前橋市 

平成28年6月1日 復興ボランティア支援センターやま
がた 「避難者定住サポート窓口」開
設しました。 

http://kizuna.yamagata1.jp/m
odules/d3diary/index.php?pa

ge=detail&bid=201&req_uid

=0 

山形県 

平成28年6月2日 東日本大震災で避難している方の特
定健診・後期高齢者健診について 

http://www.city.yoshikawa.sa

itama.jp/index.cfm/23,33007,

120,673,html 

埼玉県吉川市 

平成28年6月13日 福島県からの自主避難者への新たな
住宅支援 都営住宅公募における専
用枠の設定 

http://www.metro.tokyo.jp/I

NET/OSHIRASE/2016/06/2
0q6d200.htm 

東京都 

平成28年6月20日 東日本大震災による避難者に対する
水道料金・下水道使用料の減免につい
て 

http://www.city.hachioji.toky

o.jp/seikatsu/528/546/02954

2.html 

東京都八王子市 

平成28年6月30日 県営住宅の７月定期募集が始まりま
す！！～若い子育て世帯向けの優先
入居を開始～～福島県自主避難者向
けの優先入居を実施（第２弾）～ 

https://www.pref.saitama.lg.j
p/a0001/news/page/160630-1

4.html 

埼玉県 

平成28年7月4日 東日本大震災により自主避難されて
いる方々の県内での避難継続・定住希
望に対して総合的な支援策を実施し
ます 

http://www.pref.niigata.lg.jp/
shinsaifukkoushien/1356843

350548.html 

新潟県 

平成28年7月12日 東日本大震災に伴う代替土地・家屋の
取得における固定資産税の特例につ
いて 

http://info.city.kanazawa.ishi

kawa.jp/webapps/www/info/
detail.jsp?id=32357 

石川県金沢市 

平成28年7月15日 東日本大震災に係る応急仮設住宅の
供与期間の延長について（平成 28 年
７月 15 日公表） 

http://www.pref.fukushima.lg

.jp/sec/11050b/shien-kyouyo.
html 

福島県 

平成28年7月15日 東日本大震災で被害を受けた方の国
民健康保険税の減免申請 

http://www.city.minamisoma.

lg.jp/index.cfm/6,339,23,116,
html 

福島県南相馬市 

平成28年7月15日 市外避難者向け旅館宿泊支援事業 http://www.city.minamisoma.

lg.jp/index.cfm/10,27795,65,
261,html 

福島県南相馬市 

平成28年7月15日 東日本大震災で被害を受けた方の介
護保険料の減免申請 

http://www.city.minamisoma.

lg.jp/index.cfm/6,343,23,118,
html 

福島県南相馬市 

平成28年7月19日 福島県自主避難者向 都営住宅入居
者を募集 

http://www.metro.tokyo.jp/I

NET/BOSHU/2016/07/22q7j
100.htm 

東京都 
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平成28年7月20日 青森県借上げ住宅について http://www.pref.aomori.lg.jp/
/soshiki/kikikanri/seikatsusai

ken/kariagezyuutaku_01.htm
l?ref=rss 

青森県 

平成28年7月22日 東日本大震災で被災された方の医療
費窓口負担の免除措置の終了 

http://www.town.wakuya.mi

yagi.jp/kenko/hoken/kokuho/
osirase.html 

宮城県涌谷町 

平成28年7月22日 東日本大震災により自主避難されて
いる方々への支援策（県営住宅の募集
開始等）を８月１日から実施します。 

http://www.pref.niigata.lg.jp/

shinsaifukkoushien/1356847
954436.html 

新潟県 

平成28年7月25日 東日本大震災により自主避難されて
いる方々への支援策（県営住宅の募集
開始等）を８月１日から実施します。
（県営住宅募集住戸一覧追加・更新
後） 

http://www.pref.niigata.lg.jp/

shinsaifukkoushien/1356847

954436.html 

新潟県 

平成28年7月28日 東日本大震災に係る応急仮設住宅の
供与期間を延長 

http://www.metro.tokyo.jp/I
NET/OSHIRASE/2016/07/2

0q7s200.htm 

東京都 

平成28年8月5日 東日本大震災により避難指示区域等
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平成 30 年３
月末日まで延長します。 

http://www.pref.niigata.lg.jp/
shinsaifukkoushien/1356848

854308.html 

新潟県 

平成28年8月12日 県外自主避難者向け がん検診のご案
内 

http://www.city.date.fukushi
ma.jp/soshiki/17/12569 html 

福島県伊達市 

平成28年8月17日 「民間賃貸住宅等家賃への支援制度」
について 

http://www.pref.fukushima.lg
.jp/sec/11050b/minchin-shien

.html 

福島県 

平成28年8月23日 「子ども・被災者支援法」に基づく支
援対象避難者の公営住宅の入居につ
いて 

http://www.town.hirono.fuku
shima.jp/soumu/kodomokoso

datesienhou_sientaishouhina

nsha koueijyuutaku.html 

福島県広野町 

平成28年9月1日 「東日本大震災等 支援・情報ステー
ション」及び「かながわ避難者見守り
隊」のご案内 

http://www.pref.kanagawa.jp

/cnt/f300774/ 
神奈川県 

平成28年9月8日 第 2 回 福島県自主避難者向け 都
営住宅入居者の募集について 

http://www.metro.tokyo.jp/to
sei/hodohappyo/press/2016/0

9/08/10.html 

東京都 

平成28年9月12日 「東日本大震災被災者等暮らしとこ
ころの総合相談 in 狭山」を開催しま
す 

http://www.city.sayama.saita

ma.jp/manabu/event/kenko/
H28sougousoudan.html 

埼玉県狭山市 

平成28年9月12日 岩手県、宮城県及び福島県からの避難
者の皆さんへの住宅の供与期間を延
長します 

http://www.pref.kanagawa.jp

/prs/p1069034.html 
神奈川県 

平成28年9月16日 東日本大震災『住まいの相談会』開催
のご案内 

http://www.city.miyako.iwate
.jp/sekatsu/sumai_soudankai.

html 

岩手県宮古市 

平成28年9月16日 東日本大震災の影響により債務の返
済が困難な個人の方へ個別相談会を
行います【10 月 4 開催※要予約】 

http://www.city.hachinohe.ao
mori.jp/index.cfm/13,45434,

52,189,html 

青森県八戸市 

平成28年9月20日 インフルエンザ予防接種 接種費用
の助成（東北地方避難者） 

http://www.city.koto.lg.jp/sei
katsu/bosai/58574/63429 ht

ml 

東京都江東区 

平成28年9月26日 ふるさとふくしま交流・相談支援事業
（県内避難者・帰還者支援事業）につ
いて（第三次募集を開始しました） 

http://www.pref.fukushima.lg
.jp/sec/16055b/h28kennaidan

tai.html 

福島県 

平成28年9月28日 東日本大震災により福島県(避難指示
区域を除く)から京都府内に避難して
いる方を対象とした府営住宅の特定
目的優先入居募集の実施について 

http://www.pref.kyoto.jp/saig
aishien/documents/shiryou_1

.pdf 

京都府 
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平成28年9月28日 「子ども・被災者支援法」に基づく支
援対象避難者を対象とした市営住宅
の特定目的優先募集の実施について 

http://www.city.kyoto.lg.jp/to
kei/cmsfiles/contents/000020

6/206051/kouhou.pdf 

京都府京都市 

平成28年10月4日 東日本大震災に伴う代替土地・家屋の
取得における固定資産税の特例につ
いて 

http://info.city.kanazawa.ishi
kawa.jp/webapps/www/info/

detail.jsp?id=33001 

石川県金沢市 

平成28年10月4日 東日本大震災の影響により債務の返
済が困難な個人の方へ個別相談会を
行います【11 月 4 開催※要予約】 

http://www.city.hachinohe.ao

mori.jp/index.cfm/13,45434,
52,189,html 

青森県八戸市 

平成28年10月7日 東日本大震災により被災した自動車
の代替自動車に係る自動車取得税・自
動車税の非課税措置について 

http://www.pref.niigata.lg.jp/

zeimu/1307916040203.html 
新潟県 

平成28年10月7日 東日本大震災における原子力発電所
の事故による被害を受けられた皆様
へ 

http://www.pref.niigata.lg.jp/

zeimu/1317852057400.html 
新潟県 

平成28年10月24日 東日本大震災にかかる国民健康保険
料の減免についてお知らせします 

http://www.city.niigata.lg.jp/

kurashi/hoken/kokuho/oshira

se/daishinsaigenmen.html 

新潟県新潟市 

平成 28 年 10 月 28

日 

平成 28 年度版「避難者支援ハンドブ
ック」を発行しました。 

http://www.pref.fukushima.lg

.jp/site/portal/ps-hinansyahan

dbook.html 

福島県 

平成28年11月4日 東日本大震災の影響により債務の返
済が困難な個人の方へ個別相談会を
行います【12 月 2 開催※要予約】 

http://www.city.hachinohe.ao

mori.jp/index.cfm/13,45434,

52,189,html 

青森県八戸市 

平成28年11月8日 東日本大震災 各種支援制度に関す
る相談会のお知らせ 

http://www.city.miyako.iwate

.jp/sekatsu/shien_soudankai.
html 

岩手県宮古市 

平成28年11月9日 東日本大震災被災高齢者に係る敬老
優待乗車証（敬老パス）の特例交付に
ついて 

http://www.city.sapporo.jp/k

oreifukushi/ikigai/ikigai8 ht
ml 

北海道札幌市 

平成28年11月17日 ふくしま避難者交流会を開催しま
す！ 

http://www.pref.fukushima.lg

.jp/site/portal/ps-hinansyadai
koryu.html 

福島県 

平成28年12月1日 東日本大震災の影響により債務の返
済が困難な個人の方へ個別相談会を
行います【1 月 6 開催※要予約】 

http://www.city.hachinohe.ao

mori.jp/index.cfm/13,45434,
52,189,html 

青森県八戸市 

平成28年12月13日 東日本大震災により自主避難されて
いる方々への支援策を実施していま
す。 

http://www.pref.niigata.lg.jp/

shinsaifukkoushien/1356847

954436.html 

新潟県 

平成28年12月15日 福島県の原子力災害時に県内市町村
において、福島県からの避難者を受け
入れることになりました。 

http://www.pref.niigata.lg.jp/
genshiryoku/1356858014789

.html 

新潟県 

平成28年12月21日 福島県の避難指示区域以外からの避
難者に対する本県独自の支援につい
て 

http://www.pref.yamagata.jp/
pickup/interview/pressreleas

e/2016/12/19170322/ 

山形県 

平成28年12月28日 東日本大震災に係る引越代の補助に
ついて 

http://www.city.miyako.iwate
.jp/sekatsu/hikkosi_hojyo_hi

gasinihondaisinsai.html 

岩手県宮古市 

平成29年1月5日 東日本大震災の影響により債務の返
済が困難な個人の方へ個別相談会を
行います【2 月 7 開催※要予約】 

http://www.city.hachinohe.ao
mori.jp/index.cfm/13,45434,

52,189,html 

青森県八戸市 

平成29年1月10日 東日本大震災に伴う代替土地・家屋の
取得における固定資産税の特例につ
いて 

http://info.city.kanazawa.ishi

kawa.jp/webapps/www/info/
detail.jsp?id=33612 

石川県金沢市 

平成29年1月11日 東日本大震災および原子力災害に係
る被災した土地・家屋の固定資産税・
都市計画税の特例 

http://www.city.kasukabe.lg.j

p/shisanzei/bousai-bouhan/hi
gashishinsai/genmen/koteishi

san-toshikeikakui-tokurei.ht

ml 

埼玉県春日部市 
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平成29年1月12日 東日本大震災に係る被災者生活再建
支援金の申請期間延長について 

http://www.city.tsuchiura.lg.j
p/page/page005198.html 

茨城県土浦市 

平成29年1月13日 【更新】「被災者生活再建支援制度」
のご案内 

http://www.town.okuma.fuku
shima.jp/201701/13-3099 

福島県大熊町 

平成29年1月23日 【東日本大震災 災害援護資金貸付
金】本償還期間に返済する元金・利子
の負担を軽減するために!! 

http://www.city.sukagawa.fu

kushima.jp/item/10169.htm 
福島県須賀川市 

平成29年1月30日 税制改正（今後の改正事項と過去の改
正事項・東日本大震災関係含む） 

http://www.city.kashiwa.lg.jp

/soshiki/040400/p007497 ht
ml 

千葉県柏市 

平成29年1月30日 「東北４県・東日本大震災復興フォー
ラム in 東京」を開催します。 

http://www.pref.fukushima.lg

.jp/site/portal/yonken.html 
福島県 

平成29年1月30日 「東北 4 県・東日本大震災復興フォー
ラム in 東京」を開催します！ [生活
再建・産業復興室 1 月 30 日] 

http://www.pref.aomori.lg.jp/

/soshiki/kikikanri/seikatsusai

ken/touhoku4ken-fukkou-for
um_2016.html?ref=rss 

青森県 

平成29年2月6日 東日本大震災の影響により債務の返
済が困難な個人の方へ個別相談会を
行います【3 月 2 開催※要予約】 

http://www.city.hachinohe.ao
mori.jp/index.cfm/13,45434,

52,189,html 

青森県八戸市 

平成29年2月8日 東日本大震災の被災者に対する市営
住宅等の入居期間の取扱いについて
（都市計画局） 

http://www.city.kyoto.lg.jp/to

kei/page/0000214606.html 
京都府京都市 

平成29年2月9日 東日本大震災により立川市に避難さ
れた方の国民健康保険料の減免 

http://www.city.tachikawa.lg.

jp/hokennenkin/kurashi/hoke
n/kokubo/hokenryo/keigen/s

hinnsai.html 

東京都立川市 

平成29年2月28日 【復興庁】原発事故による母子避難者
等に対する高速道路の無料措置 

http://www.reconstruction.go
.jp/topics/25412.html 

東京都 
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（３）定住支援施策の傾向分析 

 

１）定住・支援施策の日別・カテゴリー別の傾向 

【日別配信状況】（図 3-3） 

・地方自治体から配信される定住支援施策情報は、月初に多く配信される傾向がある。 

・図 3-3 の傾向として、特に 9月と 2 月の月初に配信情報が多くなっている。定住・移住情

報のうち、4 月入居、10 月入居の物件が多く、この時期（9 月、2 月）に入居募集情報が

発信されるものと考えられる。 

 

【月別・カテゴリー別配信状況】（図 3-4～図 3-10） 

・図 3－4 は、全カテゴリーの月別情報件数を総括的に記したものであり、図 3－5 から図 3

－10 までは、カテゴリー別に月別情報件数を示したものである。 

・月別・カテゴリー別では、情報量が最も多い「4．物件情報（公的賃貸住宅等）」（図 3－8）

は、5 月、9 月、2 月に多く配信されている。 

・「3.移住体験」（図 3-7）に関する情報は 8 月が最も多く、「移住・定住相談・イベント」情

報は 12 月～1 月に多くなっている。いずれも長期休暇による観光や帰省客に向けた情報発

信の傾向があるものと考えられる。 

・「5．公営住宅の入居募集」（図 3-9）は年度初である 4 月は少ないものの、以降は一定程度

の情報が提供されており、特に 1 月、2 月は多く配信されている。年度が変わるタイミン

グでの引越し等、物件の流動が背景にあるものと考えられる。 
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図 ３-３ 移住・定住支援情報の月別件数の推移 
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図 ３-４ 移住・定住支援情報の月別・カテゴリー別の推移 
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図 ３-５ 移住・定住支援情報の月別（1.移住・定住支援（補助・助成等））の推移 
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図 ３-６ 移住・定住支援情報の月別（2.移住・定住相談・イベント）の推移 
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図 ３-７ 移住・定住支援情報の月別（3.移住体験）の推移 
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図 ３-８ 移住・定住支援情報の月別（4.物件情報（公的賃貸住宅等））の推移 
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図 ３-９ 移住・定住支援情報の月別（5.公営住宅の入居募集）の推移 
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図 ３-１０ 移住・定住支援情報の月別（6.改修・リフォーム）の推移 
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２）定住支援施策の都道府県別の傾向 

【都道府県別情報発信件数】（図 3-11） 

・各地方自治体から配信された定住支援施策情報を都道府県別（情報配信の実数）に整理し

た。下図のとおり、定住支援施策に関する情報配信は、北海道が最も多く（294 件）、次い

で兵庫県（144 件）、長野県、和歌山県（110 件）といった結果である。 
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図 ３-１１ 都道府県別の移住・定住支援情報件数 
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【都道府県別・一自治体辺りの情報発信件数】（表 3-4） 

・一方、情報収集の対象自治体は、都道府県および市区町村の 1,135 自治体（全自治体に占

める割合は約 63％）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、各都道

府県の１自治体あたりの定住支援施策情報の件数を算出し整理した。 

 

表 ３-４ 都道府県別 移住・定住情報発信自治体数（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 22自治体 27 大阪府 33自治体 

4 宮城県 16自治体 28 兵庫県 32自治体 

5 秋田県 11自治体 29 奈良県 22自治体 

6 山形県 18自治体 30 和歌山県 13自治体 

7 福島県 42自治体 31 鳥取県 15自治体 

8 茨城県 29自治体 32 島根県 12自治体 

9 栃木県 20自治体 33 岡山県 16自治体 

10 群馬県 19自治体 34 広島県 15自治体 

11 埼玉県 42自治体 35 山口県 14自治体 

12 千葉県 38自治体 36 徳島県 19自治体 

13 東京都 48自治体 37 香川県 7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 6自治体 40 福岡県 36自治体 

17 石川県 12自治体 41 佐賀県 8自治体 

18 福井県 15自治体 42 長崎県 11自治体 

19 山梨県 17自治体 43 熊本県 24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 26自治体 46 鹿児島県 24自治体 

23 愛知県 39自治体 47 沖縄県 17自治体 

24 三重県 19自治体    
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・１自治体あたりの定住支援情報件数は、鳥取県が最も多く（7.33 件）、次いで富山県（5.83

件）、岩手県（5.36 件）、秋田県（4.73 件）、兵庫県（4.50 件）の順であった。（図 3-12） 

・一方で大都市圏では、概ね、件数が低い傾向がある。地方部の自治体が移住促進に積極的

に取り組んでいることがその要因の一つと考えられる。 
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図 ３-１２ 都道府県別の移住・定住支援情報軒数（1 自治体あたり件数） 
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【カテゴリー別・都道府県別・一自治体辺りの情報発信件数】（図 3-13～図 3-18） 

●移住・定住支援（補助・助成等） 

・「1.移住・定住支援（補助・助成等）」では、秋田県が最も多く、次いで福島県、山形県、

徳島県、新潟県であった。被災自治体および隣接自治体からの情報が多い。 

※総情報量が 85 件と少ないことに留意が必要。 
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図 ３-１３ 都道府県別 1 自治体あたり情報件数（移住・定住支援（補助・助成等）） 
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●移住・定住相談・イベント 

・「2.移住・定住相談・イベント」では、鳥取県が最も多く、次いで秋田県、富山県、大分県

であった。特に中国地方、四国地方、九州地方の自治体からの情報配信が多い。 
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図 ３-１４ 都道府県別 1 自治体あたり情報件数（移住・定住相談・イベント） 
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●移住体験 

・「3.移住体験」では富山県が最も多い。その他では秋田県、北海道、福井県、静岡県などの

自治体からの情報が多い。 

※総情報量が 157 件と少ないことに留意が必要。 
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図 ３-１５ 都道府県別 1 自治体あたり情報件数（移住体験） 
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●物件情報（公的賃貸住宅等） 

・「4.物件情報（公的賃貸住宅等）」では岩手県が最も多く、次いで鳥取県、兵庫県、富山県、

高知県、広島県の順である。 
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北海道
⻘森県
岩手県
宮城県
秋田県
山形県
福島県
茨城県
栃木県
群馬県
埼玉県
千葉県
東京都

神奈川県
新潟県
富山県
石川県
福井県
山梨県
⻑野県
岐阜県
静岡県
愛知県
三重県
滋賀県
京都府
大阪府
兵庫県
奈良県

和歌山県
鳥取県
島根県
岡山県
広島県
山⼝県
徳島県
香川県
愛媛県
高知県
福岡県
佐賀県
⻑崎県
熊本県
大分県
宮崎県

⿅児島県
沖縄県

（１⾃治体あたりの件数）物件情報（公的賃貸住宅等）

 

図 ３-１６ 都道府県別 1 自治体あたり情報件数（物件情報（公的賃貸住宅等）） 
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●公営住宅の入居募集 

・「5.公営住宅の入居募集」では鳥取県が最も多く、次いで岩手県、富山県、兵庫県、高知県

の順である。傾向として、「4.物件情報（公的賃貸住宅等）」と同様の自治体が多く配信し

ている。 
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2.67
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0.44

0.93
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0.29
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0.45

0.38
0.67
0.69
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0.59
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北海道
⻘森県
岩手県
宮城県
秋田県
山形県
福島県
茨城県
栃木県
群馬県
埼玉県
千葉県
東京都

神奈川県
新潟県
富山県
石川県
福井県
山梨県
⻑野県
岐阜県
静岡県
愛知県
三重県
滋賀県
京都府
大阪府
兵庫県
奈良県

和歌山県
鳥取県
島根県
岡山県
広島県
山⼝県
徳島県
香川県
愛媛県
高知県
福岡県
佐賀県
⻑崎県
熊本県
大分県
宮崎県

⿅児島県
沖縄県

（１⾃治体あたりの件数）公営住宅の入居募集

 

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

・「6.改修・リフォーム」では鹿児島県が最も多く、次いで兵庫県、秋田県、徳島県の順であ

る。改修・リフォームに関する配信情報は全体として余り多くない傾向であった。 

※総情報量が 49 件と少ないことに留意が必要。 
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福島県
茨城県
栃木県
群馬県
埼玉県
千葉県
東京都

神奈川県
新潟県
富山県
石川県
福井県
山梨県
⻑野県
岐阜県
静岡県
愛知県
三重県
滋賀県
京都府
大阪府
兵庫県
奈良県

和歌山県
鳥取県
島根県
岡山県
広島県
山⼝県
徳島県
香川県
愛媛県
高知県
福岡県
佐賀県
⻑崎県
熊本県
大分県
宮崎県

⿅児島県
沖縄県

（１⾃治体あたりの件数）改修・リフォーム

 

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

３．で分類整理、選定した情報を、全国で活動を行う NPO 等支援団体に提供した。 

 

（１）実施方針 

・福島県事業の受託団体（24 団体）に情報提供を行う専用サイトを構築し、３．で分類整理・

選定した情報を随時掲載・共有を図った。 

・専用サイトに掲載する定住支援施策情報は、「情報タイトル」「情報発信主体」「情報発信

日」と「元情報へのリンク URL」を基本とし、必要な情報が容易に探せるよう、「地域」

や「施策分野」等による検索機能も導入した。 

・専用サイトは、リンク切れ等がないよう定期的にメンテナンスを実施するとともに、将来

のリンク切れに備えて情報掲載時の画面を PDF 化し掲載した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 ４-１ 専用サイトの概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

活動事例、連携事例等の情報提供 

 

 

 

 

専用サイト 

NPO 等支援団体 
「県外避難者への相談・交

流・説明会事業」の受託団体

（約 24 団体） 

避難先自

治体 Web

サイト 

新聞・雑

誌等記事 

情報収集 

分類整理 

トピックス選定 

その他の支援団体 

情報提供 

情報提供 
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（２）専用サイトのコンテンツ構成 

・専用サイトは、以下の構成で作成した。次に各ページ構成を示す。 

 

②webトップ
ページ①ログイン

ページ

（③検索結果）

トピックス

移住・定住
支援情報

④各地の
取り組み

事例

その他
お役立ち

情報

避難者支援ハンドブック
（平成２７年度版/福島県）

⑤自治体の東日本大震災
情報提供サイトリンク集

⑥避難者支援活動に対する
助成事例

自治体配信情報
データベース

 

図 ４-２ 専用サイトの概要構成 

 

自主避難者支援連絡会議・専用サイト

受託団体ID

ログイン

パスワード

パスワード入⼒（付与）

団体ID入⼒（付与）

 

図 ４-３ 専用サイト ①ログインページ 
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県外避難者支援連絡会議専用サイト

地域（都道府県）

支援内容

キーワード

検 索

都道府県を⼊⼒

優遇・支援 移住・定住相談/イベント

キーワードを⼊⼒

各地の取り組み事例

全て選択

トピックス 富⼠市若者世帯定住支援奨励⾦交付制度（富⼠市スミドキU-40プラス）
静岡県富⼠市

移住・定住支援
平成28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

移住・定住支援
県営住宅の４月定期募集が始まります！！〜福島⾃主避難者向けの優先入居を開始〜
埼玉県

公営住宅

2016.04.04

2016.04.03

2016.03.25

日時 2016年4月 最新〜

全てのトピックスを⾒る

避難先⾃治体における支援施策情報（移住・定住、公営住宅募集など）を抽出、受託団体のみなさまに提供するサイトです。

物件情報（賃貸借・購⼊） 改修・リフォーム公営住宅の⼊居募集
移住体験

移住・定住支援情報

受託団体等へ必須
な情報は、“トピック
ス”として、特出し。

地域やキーワードな
どで絞り込み。

地域（⾃治体名の入⼒）

キーワードによる絞り込み

対象期間

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。データベースとして蓄積。

その他お役⽴ち情報
避難者支援ハンドブック（平成２７年度版/福島県）

自治体の東日本⼤震災情報提供サイトリンク集

県外避難者に有益なサイト
リンク集を設置。

クリア

 

図 ４-４ 専用サイト ②トップページ 

 

福島県鏡石町 災害公営住宅（町営住宅「東町団地」）入居者募集のお知らせについて 2016/5/6

岩手県洋野町 災害公営住宅入居者の募集について 2016/4/13

岩手県田野畑村 災害公営住宅の入居者を募集(西和野団地) 2016/3/10

岡山県津山市 晴れの国おかやまで暮らす！セミナーに津山市も参加します 2016/5/9

岡山県津山市 おかやまを知る！そして暮らすセミナー ～山暮らし編～に津山市も参加します 2016/4/25

岡山県笠岡市 不動産無料相談について 2016/4/19

岡山県新見市 市外遠距離通勤者定住支援奨励金について 2016/4/12

検 索 結 果

情報タイトル情報発信主体

情報発信⽇

県外避難者支援連絡会議専用サイト

検索結果の表⽰。 トップページへ

避難先⾃治体における支援施策情報（移住・定住、公営住宅募集など）を抽出、受託団体のみなさまに提供するサイトです。

発信日 自治体名

発信⽇/⾃治体名で
ソート表⽰

 

図 ４-５ 専用サイト ③検索結果の表示 
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自主避難者支援連絡会議・専用サイト
＞ ○○ ＞ ○○○○○＞○○

全国の避難先⾃治体の支援施策情報など抽出、受託団体のみなさまにご提供するサイトです。

各地の取り組み事例

○○市の移住・定住支援の取り組み

サイトトップにリンク

○○市は、温暖な気候・風⼟、交通利便性などから避難者の転入超過者数や移住相談者数が大幅に増加し
ている。そこで○○市では住宅課や産業振興・雇用推進課など庁内関係部局、11課室の職員によるプロジェク
トチーム「移住・定住手伝い隊」を⽴ち上げ、移住・定住に関する多種多様な相談にワンストップで対応。避難者
や一般の方で○○市へ移住・定住を希望される方への支援に取り組んでいる。

⺠・業・官の協働によるワンストップ支援サービスの推進
概要

○○地方における避難者向けの取り組み

市町村などの⾃治体では個⼈情報を開⽰できないことから、避難者への情報の提供や避難者どうしのコミュニケー
ションがなく、孤⽴化してしまうことから、支援者と避難者、避難者と避難者を結びつけるための「場」、「つながり」を
生み出す様々な取り組みを⾏っている。

避難者自らが取り組む○○団体の○○○○○○○○○の支援や取り組み
概要

・・・・・・・

・・・・・・

トップページへ

 

図 ４-６ 専用サイト ④各地の取組事例ページ 

県外避難者支援連絡会議専用サイト
避難先⾃治体における支援施策情報（移住・定住、公営住宅募集など）を抽出、受託団体のみなさまに提供するサイトです。

自治体の東日本⼤震災情報提供サイト リンク集
トップページへ

北海道・東北地方

自治体名
東日本大震災関連情報の

特設サイト
公営住宅の優先入居等

案内サイト

北海道

北海道 ■ ■

青森県

青森県 ■

青森県青森市 ■

岩手県

岩手県 ■ ■

岩手県盛岡市 ■

宮城県

宮城県 ■ ■

宮城県仙台市 ■ ■

秋田県

秋田県 ■ ■

秋田県秋田市 ■

山形県

山形県 ■

福島県

福島県 ■ ■

福島県福島市 ■

 

図 ４-７ 専用サイト ⑤各自治体の東日本大震災情報提供サイト集 
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東日本大震災 避難者支援活動に対する助成事例

助成、補助制度名 実施主体 助成対象の活動内容
助成対象の

主体
募集期間

支援の種
類

東日本大震災特定課題助成
公益財団法人ト
ヨタ財団

2016年度テーマ：「復興公
営住宅における良好なコミュ
ニティづくり―話し合い、知
恵出し、そして共に汗をかく
ことによる共用スペースの上
手な利用によって」

NPO、市民
団体等

※今年度は募集
終了
＜参考＞2016年
11月9日（水）〜
12月9日（金）12：
00

資金提供

東日本大震災復興支援
JT NPO応援プロジェクト

日本たばこ産業
株式会社、日本
NPOセンター

被災地の人々の多様な期待
や希望に応えてきた民間非
営利組織がより安定的に活
動が行えるよう、コミュニティ
づくりを支援する活動。

NPO、市民
団体等

第2期 第2回助
成事業
2017年2月14日
（火）～2017年2

月28日（火）［必
着］

資金提供

復興支援助成部門（通年受付）
「東日本大震災、被災者救援活
動」

Yahoo!基金

復興支援活動全般、被災地
の障がい者を支援していくた
めの活動。
「課題解決型」、「コレクティ
ブインパクト型」

NPO、市民
団体等

随時募集（隔月
毎に応募を区切
り審査）2016年
は奇数月末日で
〆切。

資金提供

公益信託オオバまちづくり基金
三井住友信託
銀行株式会社

・宮城県内におけるまちづく
りに関する活動等

NPO、市民
団体等

※今年度は募集
終了
＜参考＞平成28

年11月1日～11

月30日（水）（消
印有効）

資金提供

URLのリンク先（別
ページで開く）

 

図 ４-８ 専用サイト ⑥避難者支援活動に対する助成事例ページ 

 



113 

  

（３）お役立ち情報の収集・整理 

１）自治体の東日本大震災関連情報ポータルサイトの情報収集・整理 

・被災 3 県（福島県、岩手県、宮城県）を除く 1,658 自治体のうち、539 自治体（32.5％）が

東日本大震災関連情報を集約したサイト（ポータルサイト）を整備。 

 

表 ４-１ 東日本大震災関連情報ポータルサイトを整備している自治体数 

自治体数 
東日本大震災関連情報を集約した 

サイトを整備している自治体数 
自治体例 

1658 539（32.5％） 

北海道、秋田県、茨城県、栃木県、埼玉県、

東京都、神奈川県、新潟県、愛知県、京都

府、福岡県、北海道函館市、茨城県水戸市、

東京都千代田区、神奈川県横浜市、長野県

長野市、岐阜県岐阜市、静岡県浜松市、愛

知県名古屋市、兵庫県神戸市、広島県広島

市、愛媛県松山市、長崎県長崎市、熊本県

熊本市、鹿児島県鹿屋市、鹿児島県鹿屋市 

等 

 

 

 

図 ４-９ 東京都の例 

出所）東京都防災ＨＰ（http://www.bousai.metro.tokyo.jp/saigai/1000035/index.html） 
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図 ４-１０ 北海道の例 

出所）北海道ＨＰ（http://www.pref.hokkaido.lg.jp/ss/sth/） 

 

 

図 ４-１１ 兵庫県の例 

出所）兵庫県ＨＰ（https://web.pref.hyogo.lg.jp/ac02/index_d.html） 
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２）公営住宅の優先入居等案内サイトの情報収集・整理 

・避難者向けに公営住宅の優先入居等の優遇措置を設けている自治体について、各自治体（被

災３県を除く 1,658 自治体）のホームページを調査し、整理した。下表に示す自治体にお

いてホームページで優遇措置等が案内されていた。 

表 ４-２ 公営住宅の優先入居等の情報発信主体 

自治体名（85 自治体） 

北海道、北海道根室市、北海道北斗市、北海道旭川市、北海道根室市、北海道北斗市、北海道南幌町、

青森県、青森県八戸市、岩手県、秋田県、秋田県三種市、秋田県男鹿市、秋田県にかほ市、秋田県湯

沢市、山形県、茨城県、茨城県神栖市、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟

県、石川県、福井県、山梨県、長野県、長野県南箕輪村、岐阜県、岐阜県本巣市、岐阜県揖斐川町、

静岡県、静岡県函南町、愛知県、愛知県一宮市、愛知県美浜町、愛知県豊根村、三重県、三重県伊勢

市、三重県桑名市、三重県鳥羽市、滋賀県、滋賀県栗東市、京都府、京都府京都市、京都府宮津市、

京都府京丹後市、大阪府、大阪府大阪市、兵庫県、兵庫県篠山市、兵庫県多可町、和歌山県、和歌山

県和歌山市、鳥取県、鳥取県鳥取市、鳥取県米子市、鳥取県岩美町、岡山県、岡山県岡山市、岡山県

笠岡市、広島県、広島県江田島市、山口県、香川県、愛媛県、愛媛県松山市、福岡県、福岡県福岡市、

福岡県田川市、福岡県水巻、佐賀県、長崎県、長崎県松浦市、熊本県、熊本県八代市、大分県、宮崎

県、鹿児島県鹿屋市、鹿児島県日置市、鹿児島県南さつま市、鹿児島県知名町、沖縄県 

※各自治体ホームページを確認し、情報を収集整理したもの。ホームページで案内のない自治体は情報を収

集できていない。 

※加えて、福島県が各自治体にヒアリングして取りまとめた資料を参考とした。 

出典）各自治体ホームページ、福島県提供資料より作成 

 

表 ４-３ 自治体による公営住宅の優先入居等の支援の例 

自治体名 支援内容 

埼玉県 

� 自主避難者を対象として、公営住宅入居者を募集。 

� 家賃については、入居する世帯の収入に応じた家賃算定基礎額に、住宅の

規模や立地条件、築年数などの条件を加味して決定。 

� さらに、自主避難者のうち中堅所得者を対象として、公営住宅入居者を募集。 

� 家賃については、2K（35.90 平方メートル）で 33,100 円、3K（48.18 平方

メートル）37,200 円で提供。 

鳥取県 

� 自主避難者、避難指示区域からの避難者を対象として公営住宅入居者を募

集。 

� 家賃は全額免除、敷金・保証人は不要、光熱水費・共益費等は自己負担。 

栃木県 
� 自主避難者を対象として、公営住宅の優先入居を実施。 

� 公営住宅の抽選において、抽選確率を２倍に設定。 

石川県 

� 自主避難者を対象として、公営住宅への入居要件を緩和。 

� 居住実績証明書を提出した場合には、対象地域に住宅を所有していても所

有していないものとみなす（住宅困窮要件の緩和）。 

� 区域内の世帯から別居した母子または父子については、世帯全員の所得金

額の合計額を２分の１にした額を所得金額とみなす（収入要件の緩和）。 

長野県南箕輪村 
� 東日本大震災の被災者を対象として、入居条件を優遇。 

� 家賃・入居期間等が一般の入居者よりも優遇される。 

出典）各自治体ホームページより作成 
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図 ４-１２ 埼玉県の例 

出所）埼玉県ＨＰ（http://www.pref.saitama.lg.jp/a0001/news/page/160325-09.html） 

 

 

図 ４-１３ 新潟県の例 

出所）新潟県ＨＰ（http://www.pref.niigata.lg.jp/shinsaifukkoushien/H23touhokujishin_takenhinan.html） 
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３）避難者支援活動に対する民間助成事例の情報収集・整理 

・避難者支援活動を実施する市民団体向けの民間助成施策について、Web 情報及び福島県事

業の受託団体への意見照会を基に 37 件の助成事例を抽出・整理した。 

 

表 ４-４ 避難者支援活動に対する民間助成事例 

 
助成、補
助制度名 

実施主
体 

助成対象の活動内容 
助成対
象主体 

助成
期間 

募集期間 
支援
の種
類 

1 
東日本大
震災特定
課題助成 

公 益 財
団 法 人
ト ヨ タ
財団 

復興公営住宅における良好なコミュニティ
づくりを支援する活動 
自治会役員と NPO を始めとする外部支援団
体のコラボレーションで成功したモデル事
例づくりとその発信 

NPO、市
民団体

等 

継続
中 

※今年度は募集
終了 
＜参考＞平成 28
年 11 月 9 日（水）
〜12 月 9日（金）
12：00 

資 金
提供 

2 

東日本大
震災復興
支援 JT 
NPO 応援
プロジェ
クト 

日本た
ばこ産
業株式
会社、日
本 NPO
センタ
ー 

コミュニティづくりを支援する活動 
(1) 自らの力でコミュニティづくりに取り
組む住民を応援する事業 
住民の主体性を尊重するもの。 
(2) 生活の課題を自らの力で解決すること
が困難な住民を支援する事業 
専門家の参加・協力を得て、住民に寄り添
い、民間ならではの発想と専門性を活かし
たもの。 

NPO、市
民団体

等 

継続
中 

第 2期 第 2回助
成事業 
平成29年 2月 14
日（火）～平成
29 年 2月 28 日
（火）［必着］ 

資金
提供 

3 

Yahoo!基
金助成プ
ログラム
2016  
復興支援
助成部門
（通年受
付）「東
日本大震
災、被災
者救援活
動」 

Yahoo!
基金 

復興支援活動全般、被災地の障がい者を支
援していくための活動 
「課題解決型」：地域や被災者に寄り添い、
継続的に課題解決に取り組む活動 
「コレクティブインパクト型」：多機関連
携型で新たな手法で試みる活動 

NPO、市
民団体

等 

継続
中 

随時募集 
隔月毎に応募を
区切り審査をお
こないます。 
平成 28 年は奇数
月末日で締切。 

資金
提供 

4 

平成28年
度公益信
託オオバ
まちづく
り基金 

三井住
友信託
銀行株
式会社 

都市環境の整備・保全（宮城県内のまちづ
くり） 
宮城県内において行われる以下に掲げる活
動等（東日本大震災からの復興に資する活
動は積 極的に取組む方針） 
①宮城県内のまちづくりのための地域コミ
ュニティ形成、活性化に資する実践活動 
②宮城県内のまちづくりのための街並みや
環境の形成、整備等に資する活動 
③宮城県内のまちづくりのための調査研究
や啓蒙活動 

NPO、市
民団体

等 

継続
中 

※今年度は募集
終了 
＜参考＞平成 28
年 11 月 1 日（火）
～平成 28 年 11
月 30 日（水）（消
印有効） 

資金
提供 

5 

パルシス
テム埼玉 
東日本大
震災復興
支援助成
金  
 

パルシ
ステム
埼玉 

復興支援活動全般 
NPO、市
民団体

等 

継続
中 

※今年度は募集
終了 
＜参考＞平成 28
年 9月 1日（木）
～10月31日（月）
※当日消印有効 

資金
提供 

6 

パルシス
テム東京 
震災復興
支援基金
(パル未
来花基

パルシ
ステム
東京 

復興支援活動全般 
NPO、市
民団体

等 

継続
中 

平成 29 年 3月 1
日（水）～3月 31
日（金）17：00
まで    

資金
提供 
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助成、補
助制度名 

実施主
体 

助成対象の活動内容 
助成対
象主体 

助成
期間 

募集期間 
支援
の種
類 

金) 

7 

大和証券
フェニッ
クスジャ
パン・プ
ログラム 

大和証
券、日本
NPOセン
ター 

被災者の生活再建に取り組む NPO の人材育
成 
将来にわたり組織の中核を担う人材を、雇
用から支援し、育成することで、被災地の
復興を支援する活動 

NPO、市
民団体

等 

継続
中 

※今年度は募集
終了 
＜参考＞平成 28
年 6月 1日（水）
～6月 8日（水）
［必着］ 

資金
提供 

8 
LUSH チャ
リティバ
ンク 

株式会
社ラッ
シュジ
ャパン 

・自然環境の保護活動 
・動物の権利擁護活動 
・人権擁護・人道支援活動 
・東日本大震災復興支援活動 

NPO、市
民団体

等 

継続
中 

2 か月に 1度、偶
数月の月末を応
募締め切りとし
ます。 

資金
提供 

9 
みちのく
未来基金 

公益財
団法人 
みちの
く未来
基金、エ
バラ食
品工業
株式会
社、カゴ
メ株式
会社、カ
ルビー
株式会
社、ロー
ト製薬
株式会
社 

震災遺児・孤児支援（奨学金プログラム） 
震災時の胎児たちが、高校卒業後の進学先
（大学・短大・専門学校）に入学し卒業す
るまで支援 

被災者 
継続
中 

随時募集 
資金
提供 

1
0 

社会貢献
活動支援
のための
助成 

全日本
社会貢
献団体
機構 

コミュニティ支援 
• 地域の人々とともに取り組むコミュニテ
ィの復興・再生・活性化 
• 被災者の生きがい支援するコミュニティ
の復興・再生・活性化 
• 被災した子どもたちを元気にするコミュ
ニティの復興・再生・活性化 
• その他被災者を支援するコミュニティ復
興・再生・活性化 

NPO、市
民団体

等 

継続
中 

※今年度は募集
終了 
＜参考＞平成 28
年11月14日（月）
～平成 28 年 12
月 16 日（金）17：
00 原本必着 

資金
提供 

1
1 

東日本大
震災現地
NPO 応援
基金[特
定助成] 
『しんき
んの絆』
復興応援
プロジェ
クト 

認定特
定非営
利活動
法人日
本 NPO
センタ
ー、信金
中央金
庫 

①日常生活の再建： 
被災住民の日常生活を支える活動をはじ
め、住民主体の生活再建への取組を支援す
る事業や活動等 
②地域コミュニティ・文化の再生： 
仮設住宅（借上げ住宅を含む）や復興公営
住宅でのコミュニティづくりや、住民間の
交流イベントなど、被災地における地域コ
ミュニティの再生・活性化を支援する事業
や活動等 
被災地における伝統芸能や祝祭、町並みの
保全活動などの文化活動の再生・復興を支
援する事業等 

NPO、市
民団体

等 

継続
中 

※今年度は募集
終了 
＜参考＞平成 28
年12月19日（月）
～平成 29 年 1月
10 日（火）［必
着］ 

資金
提供 
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助成、補
助制度名 

実施主
体 

助成対象の活動内容 
助成対
象主体 

助成
期間 

募集期間 
支援
の種
類 

1
2 

ユースア
クション
東北  

公益財
団法人
東日本
大震災
復興支
援財団 

東北の若者が自分たちの力で実施する、被
災地域の復興や地域の活性化につながる活
動 
例えば、地域の魅力で観光客を呼び込むた
めのツアーを企画する活動など 
1. 活動資金の助成 
2. 地域で活躍する大人によるサポート 
 プロジェクトを実現するために、経験豊富
な大人が協力や助言 

被災者 
継続
中 

毎月末日（平成
27 年 5月 7日～
平成27年 3月 31
日まで）  

資金
提供 

1
3 

災害地の
子どもた
ちの学び
や育ちの
支援活動
助成 

ベネッ
セこど
も基金 

被災地で子どもたちの学びや、その基盤と
なる育ちなどの環境づくりを支援されてい
る様々な活動 
◇事業例 
・無償学習指導や学習スペースの運営など、
子どもの学びをサポート 
・教材提供などを通した学校外教育の格差
解消 
・仮設住居の解消等の環境変化に対応した
学習会場の移転や送迎対応支援 など 

NPO、市
民団体

等 

継続
中 

※今年度は募集
終了 
＜参考＞平成 28
年11月18日～平
成 29 年 1月 5日 

資金
提供 

1
4 

住まいと
コミュニ
ティづく
り活動助
成 

一般財
団法人
ハウジ
ングア
ンドコ
ミュニ
ティ財
団  

「住まいとコミュニティづくり」に関わる
以下のような分野についての活動。 
・安心・安全に暮らせる地域の実現 
地域における犯罪等の発生を少なくするた
めの取組や、自然災害等の被害を軽減する
ための地域社会の形成に資する活動、自然
災害からの復興を進めるための活動など安
全安心な地域の実現を目指す活動。 

NPO、市
民団体

等 

継続
中 

※今年度は募集
終了 
＜参考＞平成 28
年11月15日～平
成 29 年 1月 11
日 

資金
提供 

1
5 

奨学金助
成事業
（災特別
枠） 

江頭ホ
スピタ
リティ
事業振
興財団 

東日本大震災の影響で就学に困難をきたす
大学生、大学進学予定者を支援（奨学金プ
ログラム） 

被災者 
継続
中 

9 月下旬募集開
始-12 月締切 

資金
提供 

1
6 

タケダ・
いのちと
くらし再
生プログ
ラム  

武田薬
品工業
株式会
社、日本
NPOセン
ター 

東日本大震災の復興支援事業に対する助成
で、対象は人道支援と生活基盤整備 
被災地の方々の「いのちとくらし」を大切
に紡ぎなおすために、前期５年間の第１期
は「人道支援」と「基盤整備支援」をテー
マに掲げ、震災から５年を経た第２期は、
「連携・協働」と「住民のエンパワメント」
をテーマとする 

NPO、市
民団体

等 

継続
中 

※今年度は募集
終了 
＜参考＞平成 28
年10月24日（月）
～平成 28 年 10
月 31 日（月）※
当日必着。第 2
期 第 1回助成募
集終了 

資金
提供 

1
7 

事業助成
（市民活
動支援－
青少年健
全育成関
係－）  

公益財
団法人 
マツダ
財団 

次代を担う青少年の健全な育成のため、生
活体験の機会の提供や、地域社会づくりの
ための諸活動に対する助成を行う。対象は、
自然とのふれあい、ボランティア育成、地
域連帯、エコ、国際交流・協力、科学体験・
ものづくりの各場面での活動等で、特に次
世代のリーダーを育てる活動、東日本大震
災復興支援活動等を期待 

NPO、市
民団体

等 

継続
中 

※今年度は募集
終了 
＜参考＞平成 29
年 1月 13 日をも
って募集終了 
例年 10 月中旬頃
募集開始 

資金
提供 

1
8 

奨学金給
付事業 

クリナ
ップ財
団 

福島県出身者で福島県内の大学（短期大学
を除く）、高等専門学校などに進学する、
学業優秀で向学心旺盛ながら、東日本大震
災により被災を受けたことなどにより経済
的な理由で修学が困難な学生（医学・歯学・
薬学系を修学する学生を除く）を対象とし
て、奨学金支援を行い将来の地域社会の発
展に貢献する有用な人材を育成（奨学金プ

被災者 
（福島
県出身
者） 

継続
中 

※今年度は募集
終了 
＜参考＞平成 28
年 4月 1日～5月
20 日（金）まで
に到着 

資金
提供 
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助成、補
助制度名 

実施主
体 

助成対象の活動内容 
助成対
象主体 

助成
期間 

募集期間 
支援
の種
類 

ログラム） 

1
9 

東日本再
生ユース
チャレン
ジ・プロ
グラム 

住友商
事 

・活動・研究助成 
東日本大震災の被災地の地域再生、そして
被災者の方々の生活再建を目指した、ユー
スによる活動や研究 
・インターンシップ奨励プログラム 
長期にわたるインターン活動を行うユース
世代に対して奨励金を支給し、学ぶ場を提
供することにより、地域の再生に取り組む
ことを応援する 

NPO、市
民団体
等、被災

者 

継続
中 

・活動・研究助成 
※今年度は募集
終了 
平成 27 年 10 月
15 日（木）～30
日（金）［必着］ 
・インターンシッ
プ奨励プログラ
ム 
※今年度は募集
終了 
平成 28 年 03 月
22 日公募開始 

資金
提供 

2
0 

タケダ・
赤い羽根 
広域避難
者支援プ
ログラム 

武田薬
品工業
株式会
社、中央
共同募
金会 

・団体助成 
中心的な役割を果たしている活動団体が、
徐々に避難先の地域団体に活動内容を移行
していけるよう、活動に必要な資金を助成。
個別研修、報告会開催、訪問支援などを通
じて、団体の地域におけるネットワークの
強化や運営相談などをサポート 
 
・活動助成 
被災者が直面している生活課題を解決する
ためのサロン活動や相談などさまざまな支
援活動。「活動助成」では、こうした小規
模な活動を行うための資金助成を行いま
す。 
 地域によって、募集や審査の時期等異な
ります。助成を希望される団体は、団体所
在地の都道府県共同募金会にお問い合せく
ださい（岩手県・宮城県・福島県は除きま
す）。 
 【各都道府県共同募金会の連絡先一覧】 
http://www.akaihane.or.jp/about/prefec
ture/ 

NPO、市
民団体

等 

継続
中 

・団体助成 
※今年度は募集
終了（次回の募集
は平成 29 年 1月
上旬の予定で
す。） 
 
・活動助成 
地域によって、募
集や審査の時期
等異なります。 

資金
提
供、
サー
ビス
提供
（本
業以
外） 

2
1 

高校生対
象給付型
奨学金
「まなべ
る基金」 

公益財
団法人
東日本
大震災
復興支
援財団 

被災や経済的な理由で進学・就学が困難に
なった高校生のための奨学金（奨学金プロ
グラム） 

被災者 
継続
中 

※今年度は募集
終了 
＜参考＞「まなべ
る基金（第６
期）」）は募集終
了。平成 28 年 9
月 1日（木）〜10
月 14 日（金） ※
消印有効  

資金
提供 

2
2 

子どもサ
ポート基
金 

公益財
団法人
東日本
大震災
復興支
援財団 

被災した子どもたちができるだけ早く日常
の生活を取り戻し、心身の健康を回復し、
主体性を発揮し希望を持って逞しく成長す
ることをサポートするための子どもたちへ
の支援活動 
Ⅰ 課題解決（震災に起因した子どもに関
する課題の解決を目指す活動） 
Ⅱ 人材育成（将来復興や東北の発展を担
う人材の育成を目的とする活動） 

NPO、市
民団体

等 

継続
中 

※今年度は募集
終了 
＜参考＞次期募
集は 4月以降と
なる予定です。 

資金
提供 

2
3 

18 歳まで
携帯料金

公益財
団法人

子どもたちの“話す”“つながる”をサポ
ート 

被災者 
継続
中 

随時募集 
資金
提供 
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助成、補
助制度名 

実施主
体 

助成対象の活動内容 
助成対
象主体 

助成
期間 

募集期間 
支援
の種
類 

サポート 東日本
大震災
復興支
援財団 

東日本大震災で孤児となられた方がコミュ
ニケーションツールとして携帯電話、PHS
を安心してご利用いただけるよう、経済的
負担の軽減を目的にした支援 

2
4 

RING!IRN
G!プロジ
ェクト 

公益財
団法人
JKA 

被災地域の復興・再生に寄与する活動全般
（1）被災地域及び被災者受入地域における
支援拠点、ネットワークづくり活動（2）被
災地域及び被災者受入地域における児童、
高齢者、障害者等を対象とした生活支援（メ
ンタルケア、教育支援等）活動（3）被災地
域の記録活動（後世への伝承、普及・啓発）
（4）実態調査、現在・将来にわたるニーズ
調査活動（普及・啓発）（5）被災者や被災
地地域が行う復興（まちづくり、くらしづ
くり等）活動（6）被災者の自立支援、就業
支援を目的とした活動 

NPO、市
民団体

等 

継続
中 

※今年度は募集
終了平成２８年
８月１５日（月）
１０時～９月３
０日（金）１５時 

資金
提供 

2
5 

社会福祉
振興助成
事業（Ｗ
ＡＭ助
成） 

独立行
政法人
福祉医
療機構
（ＷＡ
Ｍ） 

民間の創意工夫ある活動や地域に密着した
きめ細かな活動等に対し助成を行い、高齢
者・障害者が自立した生活を送れるよう、
また、子どもたちが健やかに安心して成長
できるよう必要な支援 
（１）域連携活動支援事業 （２）全国的・
広域的ネットワーク活動支援事業 
 
◇助成テーマ毎の事業例 
＜安心につながる社会保障＞ 
(1)安心して暮らせるための地域共生社会
の実現に資する事業 
キーワード：福祉のまちづくり、共生社会、
多世代、生活困窮者、地域包括ケア、孤立
防止、権利擁護、分野横断など 
・高齢者や障害者、児童など別々の福祉サ
ービスを利用する方々に対し、デイサービ
ス等の機能 
を持った居場所（サロン）を作り、その中
で各々が自らできる役割を担いながらＱＯ
Ｌの向上 
を目指す。 
・消費者被害や虐待、社会的弱者への無理
解等、共生社会の実現に障壁となっている
課題に対し高齢者や障害者などが気軽に相
談できる窓口を開設し、啓発活動や相談員
に対する研修を行う。 
・生活困窮者への食料支援を通じて他団体
と協力して見守り活動を行うとともに、必
要な支援につなげながら、気軽に相談でき
る居場所などをつくることで、自立に向け
た寄り添い支援を行う。 
・災害や過疎化によりコミュニティが希薄
化し、地域で安心して暮らす土壌が崩壊し
ている現状に対し、多様な主体と連携を築
きながら、地域のコミュニティの再構築に
取り組む。 
・社会で生きづらさを感じている方々に対
し、ピアサポートや支援者による傾聴等を
行うことにより、当事者同士のつながりの
機会を創出し、自己肯定感を高める。 

NPO、市
民団体

等 

継続
中 

提出期限：平成
29 年 1月 27 日
（金）書類必着 

資金
提供 
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助成、補
助制度名 

実施主
体 

助成対象の活動内容 
助成対
象主体 

助成
期間 

募集期間 
支援
の種
類 

2
6 

中央ろう
きん助成
プログラ
ム 

中央ろ
うきん
社会貢
献基金 

(1) ひとづくり： 
未来をになう子どもや若者たちが、個性豊
かに成長し、自立した個人として地域で行
う活動 など 
(2) まちづくり： 
生活の場としての居住地や商店街などを魅
力的な空間とし、自然や歴史を生かした住
みよい地域環境をつくる活動 など 
(3) くらしづくり： 
地域に生きる人が、さまざまな障害や困難
を乗り越えて地域社会に積極的に係わり、
安心して自立した生活を実現するための活
動 など 

NPO、市
民団体

等 

継続
中 

※今年度は募集
終了 
平成 29 年 1月 4
日（水）～平成
29 年 1月 13 日
（金）〈必着〉 

資金
提供 

2
7 

東日本大
震災に係
る避難者
交流活動
助成事業 
静岡県 
社会福祉
協議社会
「ふれあ
い基金」 

社会福
祉法人
静岡県
社会福
祉協議
会 

活動の中心が静岡県内であり、避難者同士
又は避難者と地域住民との交流を促進する
ための活動 
（活動例） 
① 交流の場の設置（子育てサークル・避難
者の集いなど） 
② 被災地でのボランティア活動・支援物資
等の相談対応・情報提供事業 
③ ニュースレターの発行事業 等 

NPO、市
民団体
等（静岡
県内の
グルー
プ） 

継続
中 

※今年度は募集
終了 
＜参考＞平成 28
年 4月 25 日（月）
消印有効 

資金
提供 

2
8 

公益法人
協会「東
日本大震
災 草の
根支援組
織応援基
金」 

公益財
団法人
公益法
人協会 

被災された方々の真の意味での人生の再構
築は、現実と向き合い人と人との触れ合い
により心を癒し、希望を見出すことから始
まるものと思います。本応援基金は、東日
本大震災被災地域において、そのような被
災者の「心の復旧・復興」を通じて生活再
建の支援活動を主目的として活動している
団体へ配分を行います。 

NPO、市
民団体

等 

継続
中 

随時募集 
資金
提供 

2
9 

WCRP フク
シマ コ
ミュニテ
ィづくり
支援プロ
ジェクト 

公益財
団法人
世界宗
教者平
和会議
(WCRP)
日本委
員会 

東日本大震災後の「福島」に関係するコミ
ュニティの再生・活性を図る活動。 

NPO、市
民団体

等 

継続
中 

４期：平成 29 年
(平成 29 年)1 月
16 日（月）～2
月 28 日（火） 

資金
提供 

3
0 

全日本冠
婚葬祭互
助協会 
社会貢献
基金助成 

一般社
団法人
全日本
冠婚葬
祭互助
協会 

この基金は、地域の種々の災害の救済、社
会福祉事業、環境保全事業、国際協力など
社会貢献活動を行う各種団体等への助成、
並びに社会貢献に資する調査・研究を目的
とした事業に対する助成を行い、以て日本
の生活文化と地域社会の発展に寄与するこ
とを目的としています。 

NPO、市
民団体

等 

継続
中 

平成２８年１０
月１日～平成２
９年２月末日（必
着） 

資金
提供 

3
1 

CO・OP 共
済地域さ
さえあい
助成 

日本コ
ープ共
済生活
協同組
合連合
会 

①くらしを守り、くらしの困りごとの解 決
に資する 
 例： 地域住民による高齢者等への生活支
援のコーディネート、障がい者の就労支援、
震災による避難者へのカウンセリングの取
組など  
②命を守り、その人らしい生き方ができる
ようにする 
 例： 病気やケガで治療中の方やそのご家
族への治療に専念できる環境の提供や、治
療中における精神面でのサポートを通して
生活の質の向上を目指す取組、病気の予防

生活協
同組合、
ＮＰＯ
法人、市
民団体

等 

継続
中 

※今年度は募集
終了 
＜参考＞平成 28
年 2月 1日（月）
～3月 5日（土）
（当日消印有効） 

資金
提供 
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助成、補
助制度名 

実施主
体 

助成対象の活動内容 
助成対
象主体 

助成
期間 

募集期間 
支援
の種
類 

や早期発見を目的とする啓蒙活動など  
③女性と子どもが生き生きする 
※東日本大震災の支援に関わる以下テーマ
の活動については、選考で優先して取り扱
う場合があります。 

3
2 

ドコモ市
民活動団
体助成事
業「子ど
もの健全
育成活動
助成」 

特定非
営利活
動法人
モバイ
ル・コミ
ュニケ
ーショ
ン・ファ
ンド 

「子どもを守る」をキーワードに子どもた
ちの健やかな育ちを応援する次のような活
動 
1 不登校・ひきこもりの子どもや保護者に
対する精神的・物理的な支援、復学・社会
的自立支援活動（フリースクール、カウン
セリングなど） 
2 児童虐待やドメスティック・バイオレン
ス（DV）、性暴力などの被害児童・生徒や
社会的養護を必要とする子どもの支援、及
び虐待防止啓発活動 
3 非行や犯罪から子どもを守り、立ち直り
を支援する活動 
4 子どもの居場所づくり（安心・安全な居
場所の提供、子どもの不安や悩みに対する
相談活動など） 
5 障がい（身体障がい・発達障がいなど）
のある子どもや難病の子どもの支援活動
（療育活動、保護者のピアサポート活動な
ど） 
6 経済的困難を抱える家庭の子どもを支援
する活動（学習支援、生活支援など） 
7 マイノリティ（外国にルーツを持つ、LGBT
など）の子どもを支援する活動 
8 東日本大震災で被災した子どもたちへの
支援活動（被災地における活動だけでなく、
全国の避難先における活動も対象とする） 
9 上記 1～8以外で「子どもを守る」という
視点に立った活動 

NPO、市
民団体

等 

継続
中 

毎年 2月～3月 
資金
提供 

3
3 

わかば基
金 

社会福
祉法人
NHK厚生
文化事
業団 

地域に根ざした福祉活動を展開しているグ
ループが活動の幅を広げるための支援 
＜東日本大震災復興支援部門＞ 
 例えば、 
・地域で暮らす高齢者や障害のある人の日
常生活を支援したり、さまざまなサービス
を提供している（在宅か施設かは問いませ
ん） 
・活動するために必要な物品等が震災によ
って使用できなくなった 
・新たな事業を展開するために必要な物品
等をそろえたい 
・福祉情報の提供やネットワークづくりを
通して、地域の生活再建・福祉向上につと
めている 

NPO、市
民団体

等 

継続
中 

申請の期間は、毎
年多少異なりま
すが、2月上旬か
ら 3月下旬です。 

資金
提供 

3
4 

連合・愛
のカンパ 

日本労
働組合
総連合
会 

1. 大規模災害などの救援・支援活動 
2. 戦争や紛争による難民救済などの活動 
3. 人権救済活動 
4. 地球環境保全活動 
5. ハンディキャップをもった人たちの活動 

NPO、市
民団体

等 

継続
中 

平成 29 年 1月 1
日～3月 31 日 

資金
提供 
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助成、補
助制度名 

実施主
体 

助成対象の活動内容 
助成対
象主体 

助成
期間 

募集期間 
支援
の種
類 

6. 教育・文化などの子どもの健全育成活動 
7. 医療や福祉などの活動 
8. 地域コミュニティー活動（レクリエーシ
ョン活動を除く） 
9. 生活困窮者自立支援活動 

3
5 

赤い羽根
「災害ボ
ランティ
ア・NPO
活動サポ
ート募金
2」被災地
住民支え
合い活動
助成事業 

社会福
祉法人
福島県
共同募
金会、中
央共同
募金会、 

・福島県内において実施する以下の助け合
い活動及びボランティア活動 
生活支援活動、サロン活動、季節の行事、
住民交流事業 
・被災 3 県（岩手・宮城・福島）で活動す
るボランティアやＮＰＯを支援 

NPO、市
民団体

等 

継続
中 

応募受付終了予
定日：平成 29 年
2月 3日（金） 
※応募受付終了
予定日の前であ
っても、助成原資
がなくなり次第
受付を終了いた
します。 

資金
提供 

3
6 

LUSH FunD 

株式会
社ラッ
シュジ
ャパン 

福島第一原発事故により影響を受けた子ど
もたちに、「楽しみ」を届ける活動。 
・地元の子どもたちのニーズを良く知る地
元の人たちによる、コミュニティに密着し
た小さな草の根プロジェクト。 
・FunD による助成金で、子どもたちが同世
代の友だちと一緒に楽しく遊び、Fun（喜び）
を得られる定期的なイベントを開催するプ
ロジェクト。 

NPO、市
民団体

等 

継続
中 

応募締め切りは
3か月に 1回、3
月末、6月末、9
月末、12 月末を
応募締め切りと
します。 

資金
提供 

3
7 

東日本大
震被災者
支援事業 

読売光
と愛の
事業団 

当事業団は東日本大地震の被災地支援のた
め助成金制度を設けています。平成 28 年度
も継続して行う予定です。 
16 年度の支援対象は「こども」「障害者」
「高齢者」への支援事業を展開している団
体にしたいと考えています。 
被災地では復旧が進んでいますが、社会的
弱者へのフォローはまだまだ足りないのが
現状です。復興のため活動している団体で、
上記テーマに関し、16 年度に新たな事業展
開を予定している、あるいは現在事業展開
しているがさらに活動を活発化させたいと
考えている団体がありましたら自薦・推薦
を問いませんのでご連絡ください。 

NPO、市
民団体

等 

継続
中 

※今年度は募集
終了 
平成 28 年 1月末 

資金
提供 
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（４）専用サイトの構築 

・前項までの検討を元に専用サイトを構築した。 

 

図 ４-１４ 専用サイト トップページ 
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図 ４-１５ 専用サイト トピックス一覧 
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図 ４-１６ 専用サイト 各地の取組事例ページ 
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図 ４-１７ 専用サイト 各地の取組事例（事例紹介票） 

 

 

 

図 ４-１８ 専用サイト 東日本大震災情報提供サイトリンク集 
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図 ４-１９ 専用サイト 避難者支援活動に対する助成事例 
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（５）専用サイトの運用手順 

 

１）専用サイトの更新頻度 

・地方自治体から RSS にて発信される情報は毎日更新を実施した。 

・RSS 未実施自治体の支援情報、トピックスについては毎月 2 回更新（毎月 10 日、25 日に

更新）、各地の取組事例は毎月 1 回更新（毎月 10 日に更新）とした。 

 

情報 種別 更新頻度
移住・定住
支援情報

RSS情報 原則、毎⽇
更新

RSS未実施⾃治体 2週間に1度

トピックス 2週間に1度

各地の取り組み事例 原則
1か月に1度

その他お役⽴
ち情報

避難者支援ハンドブック 掲載済

⾃治体の東⽇本大震災情報
提供サイトリンク集 随時更新中

公営住宅の優先入居等案内
サイト 随時更新中

その他 1か月に1度

1日 15日5日 10日 20日 25日 30日

サイトアップ⽇

毎⽇更新

 

図 ４-２０ 専用サイトの更新スケジュール 

 

２）移住・定住支援情報（RSS 情報） 

【RSS 配信している自治体】 

・専用サイトのシステムにより、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、

移住・定住支援情報として毎日、追加・更新した。 

【RSS 未実施自治体】 

・RSS 配信をしていない自治体のうち、検索対象とする自治体のサイトを目視にて確認、移

住・定住に資する情報を抽出し、専用サイトに掲載した。更新日は、毎月 10 日・25 日（約

2 週間毎）とした。 

【対応日数】 

①RSS 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） 

  ②定住支援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） 

  ③専用サイトへ登録（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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① RSS未対応⾃治体の
サイト確認
：概ね5営業⽇

② 移住・定住支援情報
のピックアップ
：概ね3営業⽇

③ 本サイトへ登録（アッ
プロード）
：概ね2営業

1⽇ 30⽇10⽇ 20⽇

サイト公表
25日

5営業日

3営業日

2

サイト公表
10日

3営業日

2

5営業日

 

※土日祝日は含まず、夏季・冬期休暇時は要調整 

図 ４-２１ 専用サイトの情報抽出のタイミング 

 

３）トピックス 

・毎月 26 日～翌月 10 日、11 日～25 日に発信された情報（各 2 週間分）を対象に、移住・

定住支援に限らず、県外避難者支援に有益な情報を選定した。 

 

【対応日数】 

①トピックスの選定・抽出：概ね 8 営業日 

  （毎月 26 日～翌月 7 日、11 日～22 日） 

  ②専用サイトへ登録（アップロード）：概ね 2 営業日 

  （毎月 8 日～10 日、23 日～25 日） 

 

① トピックスの選定・抽出
：概ね8営業⽇
（RSS未対応⾃治体
含む）

② 本サイトへ登録
：概ね2営業⽇

1⽇ 30⽇10⽇ 20⽇

サイト公表
25日

8営業日

RSS収集DB

2

サイト公表
10日

8営業日

2

8営業日

RSS収集DB

8⽇ 23⽇

 

※土日祝日は含まず、夏季・冬期休暇時は要調整 

図 ４-２２ 専用サイトのトピックス抽出のタイミング 
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４）各地の取組事例 

・新聞や雑誌記事、受託団体から提供頂く各地での取組事例について、個票（PDF ファイル）

を作成し、専用サイトに掲載した。 

 

【対応日数】 

①取組事例の収集、抽出：概ね 15 営業日 

  （毎月 11 日～26 日） 

②原稿（個票）の作成：概ね 12 営業日 

  （毎月 25 日～翌月 7 日） 

③PDF、本サイトへ登録（アップロード）：概ね 2 営業日 

  （毎月 8 日～10 日） 

 

① 各地の取り組み事例
の収集、抽出
：概ね15営業⽇

② 原稿（個票）の作成
：概ね12営業⽇

③ 本サイトへ登録（アッ
プロード）
：概ね2営業

1⽇ 30⽇10⽇ 20⽇

サイト公表
10日

12営業日

2

15営業日

12営業日

 

※土日祝日は含まず、夏季・冬期休暇時は要調整 

図 ４-２３ 専用サイト 取組事例の抽出、追加のタイミング 
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（６）専用サイトの活用マニュアルの作成 

 

・専用サイトに掲載する情報について、福島県事業の受託団体に提供することを目的に、サ

イトの活用マニュアルを作成、「福島県県外避難者への相談・交流・説明会事業」受託団

体へ提供した。 

・「活用マニュアル」の内容構成（目次）は、以下のとおりである。本編は、巻末に第 1 回

定期連絡会議資料として掲載した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「県外避難者支援連絡会議専用サイト 活用マニュアル」 

目次 

 

1 本サイトの目的 1 

2 ログイン 3 

3 概要説明 4 

3.1 本サイトの見方 4 

4 トピックス 5 

5 移住・定住支援情報 5 

5.1 検索の仕方 5 

5.2 「移住・定住支援情報」検索結果の表示 7 

6 各地の取組事例 8 

7 その他お役立ち情報 9 

7.1 避難者支援ハンドブック（平成２７年度版/福島県） 9 

7.2 自治体の東日本大震災情報提供サイトリンク集 9 

7.3 その他 9 

8 その他 10 

8.1 サイト更新の頻度 10 
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５．会議の開催 

本事業で取り扱う情報に関して、福島県事業の受託団体（24 団体）を招集して、情報交換

や支援方法の伝達を行うための会議を開催した。 

 

（１）実施方針 

・本年度に福島県事業の受託団体（24 団体）が集まり情報共有や意見交換を行う会議を福島県

事業と連携しながら全 3 回開催した。このうち第 1 回、第 3 回は、福島県事業において開催

される会議であり、第 2 回が本業務において開催した会議である。（ただし、全 3 回とも復

興庁、福島県の共催とした。） 

・第 2 回会議は、避難者の意識や課題が近い地域での分科会形式で実施した。 

・各回の日時、会場、主な議題等は下表のとおりである。 

 

表 ５-１ 開催会議の概要 

 日時・場所 会場 議題 事務局 備考 

第
１
回 

[1 日目] 

平成 28 年 

6 月 21 日(火) 

9:45～17:40 

A･O･Z(アオウゼ) 

「視聴覚室」 

(福島市曽根田町

1-18MAX ふくしま 4

階) 

１．議事 

(1)福島県事業の内容等 

(2)復興庁事業の内容等 

(3)事例研究・ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ 

(4)個人情報研修① 

(5)福島県事業の補足・質疑 

ふ く し

ま 連 携

復 興 セ

ンター 

2 日目終了後、飯

坂復興公営住宅

視察。 [2 日目] 

平成 28 年 

6 月 22 日(水) 

9:30～12:00 

吉川屋 中宴会場 

「羽衣」 

（福島市飯坂町湯野字

新湯 6 番地） 

(1)個人情報研修② 

(2)交流会・意見交換会 

第
２
回 

[近隣地域分科会] 

平成 28 年 

11 月 8 日(火) 

13:00～16:45 

31 Builedge YAESU 

「会議室 D、E」 

 

(東京都中央区八重洲

二丁目 7 番 2 号八重洲

三井ビルディング 3階) 

１．議事 

(1)国の平成 29 年度概算要求 

(2)福島県における支援事業の 

見通しと民間賃貸住宅家賃 

補助申請書の手続き 

(3)「福島県県外避難者への相 

談・交流・説明会事業」の 

実施状況と課題 

 

２．今後の支援活動に関する 

意見交換 

三 菱 総

合 研 究

所 

(参加団体拠点地) 

秋田県、宮城県、 
山形県、茨城県、 
栃木県、群馬県、 
埼玉県、千葉県、 
東京都、神奈川県、 
山梨県、静岡県 

[遠隔地域分科会] 

平成 28 年 

11 月 11 日(金) 

13:00～16:45 

新大阪ﾌﾞﾘｯｸﾋﾞﾙ 

「会議室 A,B」 

 

(大阪市淀川区宮原 1丁

目 6番 1新大阪ﾌﾞﾘｯｸﾋﾞ

ﾙ 3 階） 

(参加団体拠点地） 

北海道、石川県、 
愛知県、岐阜県、 
京都府、大阪府、 
岡山県、広島県、 
愛媛県、福岡県、 
宮崎県、沖縄県 

第
３
回 

平成 29 年 

2 月 10 日（金） 

13：30～16：30 

コラッセふくしま 

「5 階研修室」 

（福島市三河南町 1 番

20 号） 

１．議事 

(1)福島県 

①福島県避難者支援課より 

②福島県教育庁 

(2)復興庁より説明 

①ボランティア・公益的民 

間連携班より 

②法制班より 

(3)平成 28 年度事業報告 

 

２．情報共有とﾃﾞｨｽｶｯｼｮﾝ 

ふ く し

ま 連 携

復 興 セ

ンター 

当日、10 時～13

時に同会場にて

「ふくしまとつ

ながる大交流会」

を開催 
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（２）会議資料 

・各会議で配布、使用した資料は、以下のとおりである。なお、実際の資料は、巻末に参考資

料として記した。 

 

１）第 1 回 ［第 1回研修会及び定期連絡会議］ 

当日配布資料一覧 

式次第 

プログラム 

参加者名簿 

配置図 

資料１：平成 28 年度 福島県県外避難者への相談・交流・説明会事業 拠点事業者向け業

務の手引（第一版） 

資料２：「県外自主避難者等への情報支援事業」の概要と今年度の支援について 

資料３：県外避難者支援連絡会議専用サイト活用マニュアル Ver.1.1 

資料４：支援活動における個人情報の取扱い 

参考資料１：復興公営住宅資料 

参考資料２：広報誌「coconimo ふくしま」（第 1 号・コピー） 

 

２）第２回 ［福島県県外避難者支援に関する情報共有・意見交換会］ 

※「近隣地域分科会」「遠隔地域分科会」の資料は共通 

議事次第 

席次表 

出席者名簿 

配布資料一覧 

資料１：国の平成 29 年度概算要求について 

(1)県外自主避難者支援体制強化事業（復興庁ボランティア・公益的民間連携班） 

(2)被災者支援総合交付金（復興庁被災者支援班） 

資料２：「被災者生活支援等施策の推進に関する基本的な方針」に関する施策取りまとめ 

資料３：「国や自治体に求められる支援策」 寄せられたご意見と国による回答 

資料４：平成 28 年度における避難者支援の取組について 

資料５：民間賃貸住宅家賃補助申請書の手続きについて 

資料６：各拠点に寄せられた相談件数と内容の傾向 

資料７：説明会・交流会の実施状況と今後の予定 

資料８：事業の課題と対応について 

資料９：他の支援団体に聞きたいことと回答 

参考資料１：東日本大震災関連ポータルサイト及び公営住宅優先入居の情報について 

参考資料２：coconimo ふくしま vol.4 

参考資料３：「子ども被災者支援法」に基づく支援対象避難者の公営住宅への入居 

参考資料４：「県外避難者支援連絡会議専用サイト」の利用状況と改善意見について 
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３）第３回 ［第 2回定期連絡会議］ 

議事次第 

参加者名簿 

当日配布資料一覧 

資料１：福島県避難者支援課資料 

(1)平成 29 年度における避難者支援の取組について 

(2)平成 28 年度福島県ふるさとふくしま交流・相談支援事業（県外避難者支援事業）一次

採択事業一覧 

(3)平成 28 年度福島県ふるさとふくしま交流・相談支援事業（県外避難者支援事業）二次

採択事業一覧 

(4)平成 28 年度 生活再建支援拠点一覧 

(5)平成 28 年度福島県ふるさとふくしま交流・相談支援事業（県内避難者・帰還者支援事

業）採択事業一覧 

(6)仮設・借上げ住宅供与個数、人数 

参考資料：避難指示区域外からの避難者の応急仮設住宅終了に伴う各都道府県の支援策 

資料２：福島県教育庁資料 

(1)東日本大震災等に伴う避難世帯へのメッセージについて（依頼） 

(2)東日本大震災により被災した児童生徒を受け入れる学校の対応について（通知） 

別添 1 東日本大震災により被災した幼児児童生徒の学校における受入れ状況について 

別添 2 24 時間子供 SOS ダイヤル 

資料３：復興庁事業説明 

(1)県外自主避難者支援体制強化事業 

(2)福島復興再生特別措置法の一部を改正する法律案（概要） 

資料４：平成 28 年度事業報告 

(1)相談受付票集計結果分析 平成 28 年 4 月～12 月 

(2)広域避難者全国相談月別報告書（累計） 

(3)「平成 28 年度福島県外避難者への相談・交流・説明会」事業 説明会・交流会 開催

実績一覧表 

(4)平成 28 年度事業 提案事業一覧表 

資料 5：ふくしま FM「coconimo ふくしま」放送実績 

資料 6：福島県県外避難者の相談・交流会・説明会事業への協力について 

資料 7：クラウドシステムのご紹介 
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（３）実施状況 

１）近隣地域分科会 
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２）遠隔地域分科会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）実施後の意見整理と回答について 

・全３回の会議のうち、事務局を担当した「第２回 福島県県外避難者支援に関する情報共有・

意見交換会」において支援団体より発言された意見、質問について、会議終了後、整理し、

回答を取りまとめた。 



 

 

  

1
3
9
 

 

表 ５-２ ［福島県県外避難者支援に関する情報共有・意見交換会］の意見と対応の方針 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 近隣

民間負担住宅等家賃への支払い手続きの申請書が
書きづらいと思われる。交流会の場に、福島県民賃等
補助金事務センターの方に出席していただくことはで
きるか。

東京
センター職員が参加するのか、県職員が参加するかは
検討したい。できるだけ大勢の方がいる場で説明させて
頂きたい。

福島県
現在、民賃等補助金事務センターでの相談対応や各地での
交流会等で県職員が申請書の書き方を説明しているところ
である。（福島県）

福島県

保証人に関する問題は、各自治体の条例の有無など、
十分に把握できていない状況である。西日本の事例で保
証人がいないため急遽退去しないといけないというケー
スがあった。冷静に聞いてみると、問題の所在が別に
あって解決できたということがあり、背後関係を十分に明
らかにした上で相談票に記載し、ふくしま連複に報告上
げていただきたい。

ふくしま連複 ふくしま連復

保証人の関係で、資料３に記載してあるとおり、国から自
治体に向け、助言という形で、「保証人を立てなくても配
慮を行う」ように通達している。各自治体がこの点に関し
て条例を作っているかどうかをまずは確認していただい
た上で、その内容を踏まえた上で各拠点にて対応してい
ただきたい。

復興庁 ふくしま連復

公営住宅で保証人をどのように扱うかは、各自治体の判
断に委ねられており、自治体によって異なる事情がある
ことは認識している。参考資料３のP27～P28に記載があ

る通り、国土交通省（建設省）からは平成8年に、「特別な
事情があると認められる場合には保証人は必要ない」、
「住宅に困窮する低額所得者の居住の安定を図ることを
その役割としていることに鑑みると、入居者の努力にか
かわらず、保証人が見つからない場合には、保証人の免
除などの配慮を行うべきである」という通達を出している。
みなさんからの現状を更にお聞かせいただき、要望して
いきたいと考えている。

復興庁 ふくしま連復

退去しない方の問題は以前からあった。拠点団体の方も
今後の課題として認識する必要がある。
ふくしま連複でもこのような課題については、団体間で共
有していく必要があると思っている。拠点団体間でも課題
として認識して、解決ケースを共有すべきではないか。

ふくしま連複
毎月提出していただいている相談事例から退去拒否や居座
りに関する相談があった場合には、抜粋して共有する。（ふく
しま連復）

ふくしま連復

福島県としても全国の都道府県の借り上げ契約をお願い
してきたが、今後は退去拒否・居座りについては何らか
の対応が必要になってくると想定され、各県とも相談して
いるところである。情報が整理でき次第、拠点団体とも共
有していきたい。

福島県

退去拒否など居座りの可能性のある避難者については、
戸別訪問などで避難者それぞれの事情を丁寧に伺い、避難
者の抱える課題に対応するとともに、供与終了後の生活再
建が図れるよう取り組んでいるところ。やむを得ず居座りが
生じた場合に備え、未退去にかかる取組方針を各避難者受
入都道府県と協議しながら検討しているところ。方針が決ま
り次第、拠点団体とも情報共有していきたい。（福島県）

福島県

2 近隣

平成29年3月には応急仮設住宅の供与期間が終了
し、民間賃貸住宅や公募住宅に入居すると思うが、懸
念として、実際には退去しない人の方が多いのでは
ないか。
民間の賃貸住宅では3～4月は引越しシーズンなの

で、それでは間に合わない。1月の時点で引越しを検
討しないと、入居できる住宅がなくなる。出て行く側も
公平性が損なわれるのではないか。

東京

保証人がいないので公営住宅に入居できないといっ
た相談があった。

栃木

3 近隣

当日回答者当日の回答No. 会議名 意見 発言者 対応の方針

(No.12と同回答）
・毎月提出していただいている相談事例から公営住宅の保
証人問題に関する相談があった場合には、抜粋して取り纏
め、復興庁へ提出。。
・拠点を通して46都道府県へアンケート調査を実施中。集計
後に復興庁に提出、拠点へ共有予定。（ふくしま連復）
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4 近隣

Webサイトが見づらい、面白くない、情報の判別が難
しいというのが課題である。また、分類をきちっと作ら
ないといけないと思う。今後、避難者が見ることになる
ので、避難者の方の取組から入って、それがどの制
度・事業なのかというリンクの仕方、進み方が良い。
避難者側は情報検索のリテラシーがあまり高くないの
で、そこを支援するためにはわかりやすくといった工夫
が必要になる。

東京

現在は自治体から出ている情報をタイムリーに拾って、
自治体のHPにつないでいるという状況で、情報を加工す
るという作業は行っていない。
現在のサイトは拠点団体が活用するサイトという位置づ
けで整備しているところ、来年度はコンセプトが変わると
いうのは指摘の通りである。

MRI

現行サイトは支援団体向け支援施策及び参考情報の提供
機能に特化し、タイムリー性を優先したサイトとして引き続き
運用しつつ、No13の意見も踏まえて支援団体に有益な情報
の充実（例：支援活動への助成団体情報 等）、運用面の工
夫（更新メールの配信（頻度増、自動配信） 等）を行う。避難
者向け一般公開サイトは、現行サイトとは別に構築を検討
（来年度事業で構築）。

MRI

5 近隣

復興庁の説明で、今後避難者向け閲覧サイトを構築
していくという方向性の指摘があった。現在は、活動
団体が利用するサイトとして運営されているようだが、
来年度はこのサイトを拡大していくのか。

千葉
今あるサイトの公開範囲を拡大するのか、あるいは別の
サイトを構築して公開していくのかは、今後検討していき
たい。

復興庁 （上記の通り） 復興庁（MRI）

6 近隣

交流説明会で質問される方は、特別な思いを持って、
行政への要望を述べられる方が多い。その発言に対
して、持ち帰るという対応をした場合、その後どう返し
ていくかが、今後の信頼関係につながってくる。回答を
伝えるという仕組みづくりが重要と思う。

山形県

説明会で挙がった質問への対応について、ふくしま連複
が立会い記録を作成しており、持ち帰った質問について
は確実に福島県等に伝え、拠点団体に回答を共有し、団
体が受けた質問者にお答えいただくという仕様となってい
る。ただし、100％機能しているか、業務として取り組ん
でいるが十分ではない可能性がある。

ふくしま連複

これまでの説明会の質疑記録を検証し、11月までに開催した
交流会で未回答のものについては年内に回答できるよう取
り組む。12月以降は、翌月末を目安に回答していく。（ふくし
ま連復）

福島県（ふくし
ま連復）

7 遠隔

所得証明書の取得について、福島県に残っているご
主人と離婚調停中で、ご本人となかなか連絡が取れ
ず、電気料金領収書の確認や所得証明の取得が難し
いケースが実際にある。このようなケースではどのよう
に対応すべきか、ご教示願いたい。
コンタクトが取れない深刻なケースがある。

岡山

夫婦の場合、所得は合算しなくてはならないこととなって
いる。母子避難であるという証明を提出していただくことと
なるが、それでもご主人の所得証明が必要になるので今
のケースでは難しい。
離婚調停中で会うことができない等の状況もあり得ると
思うが、夫婦の場合は同一世帯と見なされてしまう。以下
の意見を持ち帰って、回答を検討したい。回答が用意で
きる状況になれば、HPのQ&Aで公表することも考えて
いく。

福島県

配偶者の所得証明書の取得に当たっては、委任状を必要
とする自治体がある一方、同一世帯の親族は委任状を不要
とする自治体もあることから、相談者へ市区町村に個別に確
認していただくようお伝えいただきたい。

民間賃貸住宅等家賃補助事業では、夫婦は互いに扶養し
合う同一生計者とみなしており、申請時点の入居世帯と同一
生計者の状況をもとに所得を算定することとしている。夫婦
が離婚調停中であるという状況をもって、同一生計者ではな
いという取扱いは行わない。（福島県）

福島県

8 遠隔

避難先で公営住宅に住んで、1年後に転居するように
言われて民間住宅に転居した。今回の支援策は、こ
のようなケースで避難者登録から外れてしまった方は
対象外になるのか。
避難者登録が外れたことについて、遡って避難者とし
て登録を戻せる等の相談はできるのか。

岐阜・三重

被災後、災害救助法にもとづき、避難先の各都道府県か
ら住居手当を受けた後に民間賃貸住宅に転居した場合、
都道府県で避難者登録を引き継いでいれば、今回の支
援策は適用される。自費で転居した場合は、避難なのか
単なる引越しなのかが特定できないので対象外としてい
る。このケースは、大家の都合で1年後に転居したのであ
れば避難者登録が継続されるべきだったが、何らかの理
由で外れたと思われる。
避難元では対応は難しいと思われる。相談を受けられる
とすれば、避難先の自治体と支援団体と県で相談するこ
とになる。個別に相談させていただきたい。

福島県 左記のとおり。（福島県）
福島県（ふくし
ま連復）

9 遠隔

当初は親戚に頼って応急仮設住宅に住む必要はな
かったが、長期化する中、親戚の支援から離れること
も必要になってくるが、応急仮設住宅に入っていない
ため情報がない。今、情報を届けられていない方、応
急仮設住宅に住んでいない人にも情報提供が必要。
地方に行けば行くほど、親戚を頼って来られた方が多
いため、対応についても柔軟にしてほしい。

北海道

過去の経緯を指摘するのは非常に難しいが、親戚との間
でも借り上げ形態で契約を結ぶという手法等で、応急仮
設住宅としての扱いに切り替えた自治体も存在した。応
急仮設の入居が終了した平成24年12月末までにそのよ
うな手続きをすればよかったが、現在、遡って避難と認定
することが難しい。要望として理解できるが対応は難し
い。

福島県 左記のとおり。（福島県） 福島県

当日回答者当日の回答No. 会議名 意見 発言者 対応の方針
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10 遠隔

自主避難の方は避難先での生活もあることから、福島
への帰還に迷いながらも住民票を移す場合もあり、既
に住民票を移しているため対象とならないという回答
があった。避難先にいて避難者登録している方には、
移住定住支援策を活用しやすいよう工夫をしてほし
い。

宮崎

福島県としては避難者の方には帰ってきてほしいので、
各自治体の移住定住策を積極的に使ってほしいとは言
いづらい。避難者の方を思えば、定住と帰還いずれでも
早く安定した生活をすごせるよう選択いただきたいので、
民間支援団体のみなさんに活躍いただき、各地方自治
体に相談し門戸を広げていただきたい。

福島県

左記のとおり。（福島県）

拠点からの相談があれば、調整等の対応を検討する。（ふく
しま連復）

ふくしま連復

11 遠隔

また、住宅支援について、相談フリーダイヤルが3つ

設けられているが、全て平日の9時～17時で、Toiroも
福島県の相談窓口も、土日対応がない。就業している
方は平日連絡できないケースが多いので土日も対応
していただければ紹介もしやすい。

宮崎
土日対応という点について、勤務形態といった課題があ
り、人員配置的には難しいところがある。ご意見いただ
いたことは報告したい。

福島県

土日対応は、窓口の委託契約や人員配置上、困難であ
る。

御理解願いたい。（福島県）
福島県（ふくし
ま連復）

現状、参考資料3の最後の条例案は全市町村向けに発
信している文書であり、京都の市町村にも届いていると
思う。最後の通知は岩手県・宮城県・仙台市に限り伝
わっている。保証人については課題が生じていると認識
しているが、現時点で全市町村向けに通知が発信できる
か難しいところである。解決に向けて検討していきたい。

復興庁

・ふくしま連復が全国の拠点に対し、各自治体における公営
住宅の入居に係る保証人等の扱いについてヒアリングを指
示しているところ。
・同ヒヤリング結果を踏まえ、今後の方針を検討。

復興庁

46都道府県の情報が出揃っていない状況であり、早急
に対象の自治体へこの課題に関するヒアリングを行って
ほしい。また、説明会・交流会、もしくは他団体へ寄せら
れている相談について、この相談票に載らない相談も含
めて集約してほしい。

ふくしま連複 （No .2と同回答 ふくしま連復） ふくしま連復

13 遠隔
いろんな団体でこんな施策を使ってよくなったとか、全
国的に使える補助金があるとか、具体的な事例を支
援団体間に周知する場があればよい。

京都

事例の共有については、各拠点の相談事例等のQ＆Aを

作成している。WEBサイトとの連携としては、拠点団体
が実施する提案事業について、掲載することも考えてい
る。

ふくしま連複

全国的に使える補助金情報などがあれば、WEBサイトへの
掲載を三菱総研へ依頼。
情報を活用した具体的な事例がればそれも三菱総研へ掲載
依頼。
拠点へは具体的な事例があれば三菱総研へ報告を依頼。
（ふくしま連復）

ふくしま連復、
MRI

14 遠隔

横の団体に伝えるべき情報ストックはある。岡山では
生活困窮者の窓口や司法書士も相談に乗ることを
行っている。今日のような会議だと様々なトピックがで
てくるので、書類で出すのは難しくても、口頭で簡単に
共有できるような仕組み、議論の進め方があると良い
と思う。

岡山

一般の人も見られるサイトが良いという意見があり、次年
度には取り組みたいと考えている。一方でクローズドにし
ておいたほうが良いサイト情報もあるだろう。現在、クロー
ズドサイトとして拠点団体のみが見られるサイトである。
サイトの形式も含め現在、検討中である。

復興庁
（支援団体間の情報共有は、No13、No15の回答の通り。サ
イトについてはNo4にて回答。）

復興庁（MRI）

15 遠隔

住宅に関する相談とそれに対する行政の対応は既に
調べているが、公にできない内容が多い。保証人の問
題、一般入居の切り替えの基準は、行政側で公にでき
ないが対応しているという例はある。拠点団体だけが
見られるサイト限定で、メーリングリストや情報をアッ
プする仕組みがあれば良い。

大阪

メーリングリストについては検討したことがあるが、現状
の業務のやり取りメールで拠点団体の作業は一杯いっ
ぱいの状態ではないかと思う。メーリングリストを活用す
ると、25拠点団体のメールが一斉に飛び交うことになる。
こういう状況も考慮してあったほうが良いのであれば、導
入を検討したい。

ふくしま連複

情報をアップする仕組みについて、現在業者に相談し、導入
に向けて前向きに検討している。（ふくしま連復）
→クラウドシステムを利用したファイル共有システム。掲示板
機能の導入も検討。

ふくしま連復

遠隔 京都

公営住宅の保証人の取扱いについて、京都では行政
が柔軟に対応しようとしているが現場レベルで困って
いる。市町村では予算や住民の方の目もあるので判
断しづらいというのが現状である。福島県・宮城県・仙
台市に発信されている参考資料3の通達文書を、国
の要請として各都道府県にも広く出していただきた
い。
国土交通省で準公営住宅を作るというニュースを見
た。公営住宅そのものが不足している中、こういった
政策と連携して受け入れ態勢を強化していくよう各省
庁で連携してほしい。

12

当日回答者当日の回答No. 会議名 意見 発言者 対応の方針
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16 遠隔

全てファイリングしてスタッフ全員が見られるように紙
媒体として扱っている。データだと見るにとどまってし
まい、活用に至らないのではないかと思う。
当団体では、紙媒体での保存がやりやすい。

広島

拠点内では紙媒体、拠点間の情報共有はWebでというこ
とも考えられる。
情報のキャッチアップが十分できている場合は、WEB活
用は必要ないかもしれない。活動を補完するツールとし
て使いやすくする改善の提案があれば応じたい。

ふくしま連複
支援団体内の情報共有は、各団体任意に対応いただきた
い。団体間で共有すべき情報についてはNo4の回答の通り、
情報項目を追加する。

MRI

避難者登録の登録システムに登録をしていない方、ある
いは外れてしまった方を対象に避難者登録を促すように
依頼している。交流会に立ち会っている避難先の自治体
職員にも相談してほしい。

ふくしま連複

基本的にはシステムに入力していただきたいので、避難
先市町村に届けて手続きを行っていただく必要がある。

福島県

18 遠隔

住民登録の担当者が情報システムを知らないという
自治体が結構多く、システムを理解していても登録方
法がわからないといったことが現実としてある。支援
団体が行政窓口まで言って情報登録方法を教えたこ
ともある。登録のマニュアルがあれば、それを行政職
員に渡してできると思うがそのようなマニュアルがある
か。

大阪

リーフレットと登録用紙を説明・交流会の現場に提示して
おくことを本事業でルール化している。現状では、自治体
職員の担当が異動となり、引継ぎが行われていないこと
が想定される。

ふくしま連複
No.17 ～19
避難者の方、避難先自治体職員への避難者情報登録シス
テムの説明を、拠点運営団体に再度依頼。（ふくしま連復）

ふくしま連復

19 遠隔
同じ集合住宅内でも移動したら登録が必要になる。こ
うしたことを避難者が知らない。住民票を写した段階で
情報が届かなくなったケースもある。

岡山

住民票を移して情報が届かないということについて、避難
指示区域内の方は転出すると名簿から外れるため、区域
内の方だったのではないか。そのまま放置すると転出扱
いで情報が届かない。その救済のために原発避難者特
例法によって「特定住所移転者」という手続きをしないと
いけない。そうすれば岡山県民になっても福島県の情報
が届くようになる。区域外は総務省登録システムであり問
題はない。住民票を受け付けた行政の方が、同時に総
務省システムの削除手続きを行っている可能性が高い。

福島県 左記のとおり。（福島県） ふくしま連復

20 遠隔

ホールボディカウンターの設置について、県外医療機
関等への委託により検査を実施しているとあるが、県
外医療機関に委託はどのように募集されて、どう進め
られているのか。北海道では最初は旭川で対応してい
たが、なくなってしまった。

北海道
ホールボディカウンターは据付型の施設にしか委託でき
ないと聞いたことがある。保健福祉課の担当のため、持
ち帰って確認したい。

福島県

ホールボディカウンター検査については、保有する機器等の
状況が一定の基準を満たす機関に委託しているところ。北海
道においては、医療機関に委託したことはないが、検査機器
搭載車による巡回検査の実績はある。（福島県）

福島県

17 遠隔

問題は、避難者登録をしている方には届くが、登録が
ない場合は届かないという点である。また、転居の際
に避難者登録が切れてしまっている方が結構いるとい
うことがわかってきた。転居の手続きの際に避難者登
録があったがどうか、あるいはその手続きがわからな
いという行政の担当者もいる。支援団体としても行政
職員への支援も行っているところである。

大阪

当日回答者当日の回答No. 会議名 意見 発言者 対応の方針

ふくしま連復左記のとおり。（福島県）
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６．その他 

２．～５．の業務に加え、自主避難者支援に有益な取組として、福島県事業の受託団体が主催

する説明会・交流会等の開催にあたり、適宜、アドバイスを実施するとともに、以下の業務を実

施した。 

 

（１）県外自主避難者の課題と今後の支援策の整理 

・県外自主避難者の帰還・定住に関する課題や今後、国や自治体に求められる支援について、

福島県事業の受託団体への意見照会、ヒアリングにより把握・整理した。整理した結果は、

前記の第 2 回会議に報告した。取りまとめた結果を次頁以降に記す。 
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表 ６-１「国や自治体に求められる支援策」 寄せられたご意見と回答 

分野 意見要旨 具体的な意見や避難者が困っていること 意見に関連する支援策の内容等 
住 

宅 

保証人 民間賃貸住宅、公営住

宅への入居の際、保証

人確保や保証人の要

件緩和。 

� 公営住宅や民間賃貸住宅に引越さないといけないが保証人がいない。 

� 公営住宅の入居基準を満たすのが難しく、保証人がいない。 

� 公営住宅への転居で、保証人がいても低所得などで要件から外れる。全国的にも起こっ

ている問題なので、保証人の要件緩和を国から都道府県に通達してほしい。 

� 民間賃貸住宅を借りる際の保証人がいないこと。 

� Ｈ２９／４以降の公営住宅継続入居希望者について、保証人の「免除」若しくは居住条

件「全国どこでも可」等の一律適用をお願いしたい。 

� 保証協会の条件緩和や保証料の軽減もお願いしたい。 

� 賃貸住宅の場合,手数料の軽減や敷金の分割払いなど支援して頂きたい。 

○ 公営住宅の入居に際しての保証人の取扱いについては、事業主体である地方公共団体の判断に委ねられています。なお、公

営住宅が住宅に困窮する低額所得者の居住の安定を図ることをその役割としていることを踏まえ、国土交通省からは「入居者の

努力に関わらず保証人が見つからない場合には、保証人の免除などの配慮を行う」旨助言しているところ、各自治体においては

条例で配慮規定を設けている場合がありますので、ご確認ください。引き続き、公営住宅の保証人の取扱いについては、復興庁

としても避難者の皆様の声を伺って参ります。 

なお、応急仮設住宅供与期間終了後の自主避難者の民間賃貸住宅への入居に際する保証人の取扱いについては、民民の取引であ

るため契約当事者間の合意次第であり、復興庁としては条件緩和を求める立場にないものの、福島県において「帰還・再生に向

けた総合的な支援策」として、初期費用の負担軽減を含めた民間賃貸住宅家賃への支援（対象期間：平成 29 年１月以降）等を行

うものと承知しています。 

公営住

宅の入

居条件 

公営住宅の優先入居

の拡大。入居期限の緩

和。 

� 福島県からの移住者に対し公営住宅は福島県枠を取っていただきたい。 

� 受入れる都道府県の柔軟な対応を求める。 

� 公営住宅に居住しているが退去が決定、継続居住のためには抽選となるが倍率が高く、

優先、優遇措置がない状態である。 

� 国土交通省が、準公営住宅制度を始めると聞いている。避難者にも対象を広げてほしい。 

○ 公営住宅の取扱いは、事業主体である地方公共団体の判断に委ねられています。復興庁・国土交通省においては、自主避難

者の公営住宅の入居について、地域の住宅事情やストックの状況等を総合的に勘案しながら、入居資格の緩和や優先的な取扱い

について特段の配慮を要請（「子ども・被災者支援法」に基づく支援対象避難者の公営住宅への入居について」平成 26 年６月 18

日付け国住備 32 号国土交通省住宅局長通知）しており、多くの地方公共団体で様々な取扱いが講じられているところです。引き

続き、実情を踏まえつつ、様々な機会を捉えて自主避難者の公営住宅の入居について特段の配慮を要請して参ります。 

 公営住宅における単

身者入居枠の確保。 

� 避難先公営住居への継続入居を希望するが、単身者の枠がないため困っている。 

公営住宅の入居に関

する避難先自治体間

の支援格差の是正。 

� 県外避難者の公営住宅について、被災者支援法に基づく優先入居の実施等による独自支

援を福島県から各県に要請されているが、避難先各県市の対応に大きな開きがある。 

� Ｈ２９／４以降の住宅確保について、市営住宅への継続入居を希望しているが市の方針

が決まらない。 

公営住宅入居の際の

スケジュール要件の

緩和。 

� 補助がある 2 年間は民間賃貸に住み、その間やその後に、公営住宅の申し込みをして空

きを待つ、ということも考えられるケース。いわゆる優先入居の制度に期限をつけず、

優遇されるようにしていただきたい。 

� 3 月ぎりぎりまでは今の住居で費用の負担なく過ごしたいが、公営住宅は空きが出たら

すぐに引っ越さなければいけない。 

� 「定住」「帰還」等を決めるタイミングは世帯状況によって異なるため、各世帯のタイミ

ングに合わせて活用できる支援があるとよい。 

その他 自主避難の方の避難

先地域内、避難先地域

間の引越しへの補助

や初期費用負担の軽

減策。 

� 高齢者、介護者を抱えた世帯の中には引越しが困難な状況もある。民間では引越しサポ

ートを行っているところはないため、公的支援が望まれる。 

� 県内引越しへの補助や初期費用負担を軽減する支援策はないか。 

� 家賃の安い滋賀県に住んで京都に通勤、佐賀県に住んで福岡に通う、ということは一般

的によくあること。地域や生活圏域の実情に合わせて、引越し先の範囲を広げることを

考えていただけないか。 

� 住み替えの柔軟な対応を望む。避難先の公営住宅が老朽化しおり、継続して住むことに

不安がある。 

○ 自主避難者向けの支援策については、福島県において「帰還・再生に向けた総合的な支援策」として、初期費用の負担軽減

を含めた民間賃貸住宅家賃への支援（対象期間：平成 29 年１月以降）等を行うものと承知しています。 

 

避 難 先 自 治 体 の 移

住・定住施策の避難者

への適用拡大。 

� 避難先での移住定住施策を、避難者の生活再建へも活用できるよう緩和をお願いしたい。 

� 住宅支援について移住定住支援の対象とならず十分に活用できない。 

○ 「移住・定住」に関する施策は、人口減少・人口流出の抑制等の観点から、各自治体が独自に実施しているものであり、各

自治体にお問合せの上、避難者の皆様が活用できるものについてはご活用頂きたいと存じます。 

 

避難者向けの民間賃

貸住宅物件情報の提

供。 

� 引越し先について、不動産情報を得るための友人、知人が近くにはおらず、情報が得に

くい。 

� 住宅の探し方がわからない（学区を変えたくない、安価な家賃、その他世帯ごとの条件

あり）。相談しても明確な回答が得られず困っている。 

○ 復興庁では、本事業で運営する情報支援サイトにおいて、各地の移住・定住に関わる情報を提供していますが、サイトの活

用方法や改善点についてご意見があればお聞きしたく存じます。 

医療・健康 県民健康調査の継続

的な実施と受診可能

な医療機関の拡大。 

� 子供の甲状腺検査を受けたいが、指定病院が遠い。指定の大学病院では、夏休みは受付

外、9 月以降の平日受付のみで、学校・職場の休みを取り、受診しなければならない。

指定病院の拡大が必要。 

� 「県民健康調査」の縮小はあってはならない。今後もしっかりと把握し公表する事は県

民の健康を守る義務を果たす一環である。 

� 第三者機関による健康に関するモニタリング調査が必要。 

○ 福島県から県外へ避難した方への県外における「甲状腺検査」については、福島県立医科大学と協定を締結した医療機関に、

県外検査実施機関として御協力を頂いております。また、平成 24 年 9 月時点では、県外検査実施機関として 71 医療機関と協定

が締結されていたところ、現在では 105 医療機関（※）に拡大しております。引き続き、福島県立医科大学において、検査に御

協力いただける県外検査実施機関の拡充に努めていると承知をしています。 

（※）県外検査実施医療機関
http://fukushima-mimamori.jp/thyroid-examination/schedule-outside/media/inspection-list-outside-the-prefecture.pdf 

○ 甲状腺検査を含めた県民健康調査の在り方については、福島県が設置した専門家による「県民健康調査」検討委員会で検討

されております。同委員会での議論を引き続き注視し、福島県での県民健康調査等が適切に継続して行われるよう、引き続き、

必要な施策を行って参ります。 

（県民健康調査以外

の）避難者の医療費の

減免。 

� 因果関係がはっきりしないなどの理由で高額な治療費の負担がないようにしてほしい。 

� 除染しても人体への影響はアスベストと同様に潜伏期間が長いため、福島県内外におけ

る検診の充実・拡大と医療費の減免を図ること。 

○ 地域により医療費の減免を図ることは、医療制度全般に関わることであり、慎重な検討が必要です。本件に関しては、具体

的な背景や状況についてお話をお聞かせ頂きたいと考えます。 

長引く避難生活によ � 体調が優れない。欝病と診断された。心身の健康面への不安。 ○ 長引く避難生活による精神疾患に対する心のケアについては、被災者の心のケア支援事業において、福島県から県外事業者
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分野 意見要旨 具体的な意見や避難者が困っていること 意見に関連する支援策の内容等 
る精神疾患に対する

支援（心のケア）が必

要。 

� 避難者や地域の隣人と交流できない。孤独だ。話を聞いてほしい。 

� まわりに親や親戚のように頼れる人がいない。 

� 離婚して母子家庭になり、子どもが巣立ったあとの自分の生活をどう立て直したらよい

かと思うと、不安が募る。 

に委託することで県外避難者に対しても支援を行って参ります。 

○ 県外に避難されている方については、被災者支援総合交付金を活用し、福島県を通じて、県外の避難者支援団体等による相

談、見守り、交流の場の提供などの支援を行っております。 

お困りの点があれば、お近くの支援団体にご相談願いたいと存じますので、ご対応のほどよろしくお願い致します。 

○ 母子家庭等に対しては、必要な支援に確実につなげるよう、自治体において母子・父子自立支援員による相談・支援を行っ

ているので、お困りの場合には是非活用して頂きたいと存じます。なお、この相談・支援については、住民票を避難場所に移動

させていなくても利用することが可能です。 

また、経済的な困難に陥りやすい母子家庭等に対して、就業支援、児童扶養手当の支給、子どもの居場所づくりなどの子育て・

生活支援、子供の学習支援などの総合的な支援を講じているので、こちらも活用して頂きたいと存じます。 

就労 就労支援の拡大。 � 定住希望が多い地域で避難先のＮＰＯ等に就労・起業講座開催を委託して就労支援を実

施することはどうか。 

� 事情により住民票を移すことができない方は、避難先で仕事探しができない。対策が必

要。 

� 中高年の再就職が困難。希望職種、希望賃金の仕事に応募するも採用されない。 

○ ハローワークでは、住民票の住所等に関わらず個々の求職者の状況等に応じたきめ細かな職業相談・職業紹介等の就職支援

を引き続き行っております。また、福島県へ帰還・就職希望する避難者に対しては、「福島帰還希望者就職支援事業」において、

山形、埼玉、東京、新潟、大阪労働局管内のハローワークに設置した「福島就職支援コーナー」で、地元への帰還・就職が円滑

に進むよう努めて参ります。 

生活 既存セーフティーネ

ット施策へのスムー

スな移行、切り替えの

支援。 

� 母子家庭向け・貧困家庭向けの既存支援策への移行がスムースに進むような方策をお願

いしたい。 

� 支援策を継続することで、避難者間の格差が生じ、心理的な分断が増している。避難者

という特別枠での支援ではなく、自立支援、生活保護等など既存の支援策への切り替え

が必要。 

� 生活困窮を訴えている。働いていても、給料が低く生活困窮に陥るのは目に見えている。 

� 収入が減少し、今後の生活に不安がある。 

� 住宅支援が終了したあと、家賃を支払っていけるのか不安。 

� 母子家庭になった方が非常に多く、予備軍も多数。貧困が目前である。 

○ 平成２７年４月に施行された生活困窮者自立支援制度により、福祉事務所設置自治体が主体となり、生活保護に至る前の段

階にある生活困窮者への相談支援や就労支援などの包括的な支援を実施しております。 

○ 母子家庭等に対しては、必要な支援に確実につなげるよう、自治体において母子・父子自立支援員による相談・支援を行っ

ているので、お困りの場合には是非活用して頂きたいと存じます。なお、この相談・支援については、住民票を避難場所に移動

させていなくても利用することが可能です。 

また、経済的な困難に陥りやすい母子家庭等に対して、就業支援、児童扶養手当の支給、子どもの居場所づくりなどの子育て・

生活支援、子供の学習支援などの総合的な支援を講じているので、こちらも活用して頂きたいと存じます。（再掲） 

○ 福島県は、応急仮設住宅等に避難している世帯のうち、収入要件を満たし、供与期間終了後も民間賃貸住宅で避難生活を継

続する事が必要な世帯に対して家賃補助を行うとしております。また、復興庁としても、雇用促進住宅での受入れを関係団体に

協力を要請し、住宅の一部提供が行われることになったほか、国土交通省と連携しながら公営住宅への入居円滑化の支援を行っ

ております。 

子どもの不登校問題

に対する対策。 

� 子どもの不登校問題。中学生の不登校が増えている。 

� 思春期に差し掛かってきた子どものしんどさが表面化し、親がその対応に悩んでいる。

不登校や家出をする子がいる。 

� 不登校児の増加、既存の相談窓口につながらない。 

○ いじめや不登校等児童生徒を取り巻く様々な課題に対応するため、心理の専門家であるスクールカウンセラーや福祉の専門

家であるスクールソーシャルワーカーによる教育相談体制を充実させることは重要であると考えており、スクールカウンセラー

やスクールソーシャルワーカーの配置に係る経費を支援しております。 

避難指示が解除され

た地域における生活

環境の整備やまちづ

くりの推進、帰還者の

心理的負担解消の支

援。 

� 帰還を考えているが、除染状況・健康への影響・住宅確保・職・学校・福祉医療サービ

ス等の不安あり。 

� 避難指示区域指定が解除された地域では、安心して戻り、暮らせるように、病院・学校・

仕事・住居・商店・銀行など、生活環境の整備やまちづくりを進めること。 

� 解除後にも長期にわたる支援策が必要。特に心の問題に対応すること。 

� 帰還者と（避難していない）地域住民との持続的な交流を推進すること。 

� 避難指示解除後の生活支援、情報提供の充実。 

� 安心して帰還や避難を継続できる体制づくり。 

○ 住民の方々の帰還を可能にしていけるよう、除染の十分な実施はもとより、インフラや生活環境（住宅、医療・介護、教育、

買い物環境、働く場など）の整備を着実に進めていくことは重要であり、復興庁としても支援を行っています。 

○ 例えば、富岡町(とみおかまち)（避難指示区域）では、復興公営住宅、公設診療所や複合商業施設の整備など、川内村(かわ

うちむら)（解除済み）では、特別養護老人ホーム、室内型プール、工業団地の整備など、自治体とも密接に相談しつつ必要な支

援を実施してきております。 

○ 復興庁では、自主的な健康づくりや地域活動への積極的な参加や交流機会の拡大を促し、被災者の孤立防止や心身のケアと

ともに“心の復興”を成し遂げることを目的とし、「心の復興」事業を実施しております。 

高速道路無料措置の

継続。 

� 家族離れて生活を続けている世帯もある。高速道路の無料措置は継続してほしい。 ○ 避難指示区域外からの母子避難者等の高速道路無料措置については、平成 29 年３月 31 日まで実施することとしており、そ

の後の取扱いについては、国土交通省等の関係省庁と今後検討して参ります。 

避難者支援に関する

避難先自治体の意識

向上と支援格差の是

正。 

� 避難先によって、支援の濃淡がある。避難先によって受けられる支援の格差を生まない

ため、全国統一された避難者支援制度。 

� 各市町窓口の対応や県外避難者に対する認識は、その受入状況によりばらつきがある。

国や都道府県から各市町村に、避難者からの相談がある可能性を周知いただきたい。 

� 避難先によって、避難者の受入体制に差がある。同じような境遇なのに県境を跨ぐだけ

で支援から外れてしまうなど。避難者の今後の身の振り方は十人十色。切り捨てられる

人が極力減るようにしてほしい。 

� 帰還か定住か迷っている。定住ならどこがいいのか？手厚く支援してくれる都道府県は

どこなのか？ 

� 今後は地域とのつながりが大事。町内会のリーダー（会長や民生委員等）に現状を知っ

てもらい、地域での支援にシフトすべき。 

� 避難者（特に単身者、母子避難者）が避難先地域内で住居を移動する際、対象外や受入

れを望まないといった対応が散見される。 

� 避難者一人一人の事情が違う中で、避難先としての自治体や支援団体はどこまで、どの

ように支援をしていけるのか。 

○ 本件に関しては、具体的な背景や状況などについてお話をお聞かせ頂きたく存じます。 
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（２）支援活動の課題について 

・支援活動における課題及び、課題に対する他の支援団体からのアドバイスについて、福島県

事業の受託団体への意見照会、ヒアリングにより把握・整理した。整理した結果は、前記の

第 2 回会議に報告した。取りまとめた結果を次頁以降に記す。 
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表 ６-２ 「支援活動の課題」 寄せられたご意見と他の団体からの回答（アドバイス） 

質問事項 質問例、関連質問 ご回答 
１ 説明会・交流会の案

内や相談窓口の利用

について、どのよう

に避難者に周知して

いますか。 

� 避難者名簿がない

中、どのように呼び

掛けされているの

か。 

� 福島県からの案内発

送や避難先地域支援

団体の個別ルートに

より案内している

が、どれだけ避難者

に行き渡っているか

疑問。 

� 県（青森、秋田）が避難者数や転居、転出を把握、管理しています。所轄の担当者に情報を送ると、各世帯に情報提

供される仕組みになっています。（秋田） 

� 名簿がないため、各自治体、団体に個別にリサーチ。仙台市経由で 400 名の方にパンフ、チラシを配布。また、中核

支えあいセンターで把握している 270 名の方にも同様に配布。他の自治体(一部)、支援団体にはパンフ持参、郵送な

どして設置頂く。また、協力いただける支援団体の行うサロンにも参加し、直接案内(３つで計 40 名くらい)。河北新

報にも開設時に紹介いただいたが、周知はまだ足りない。記者クラブへの投げ込みなども行っているが、他の方法は

あるか？（宮城） 

� 避難者が居住している市町村から避難世帯宛ての郵送物の中に案内チラシ等を同封。 

� 福島県避難者支援課山形駐在職員や社協の生活支援員が個別訪問する際にチラシを持って行ってお声掛け下さってい

る。 

� 山形県避難者支援のＭＬに掲載依頼。山形県避難者向け情報紙「うぇるかむ」に掲載依頼。 

� 地元のローカルＦＭ局の番組でイベントの紹介を行った。 

� 各支援施設、支援団体へのチラシの配架・設置。（山形） 

� 各市町村に自主避難者数含む避難世帯数を聞き、市町村ごとに発送数を送り送付を依頼している。 

� 避難者向けタブレットや、復興支援員のブログ、役場 HP に情報を掲載していただいている。（茨城） 

� 埼玉広域避難者支援センター発行の福玉便り（DM600 部／月）に掲載、告知チラシを同封して郵送してもらう。 

� 福島県復興支援員、浪江町復興支援員、富岡町復興支援員にチラシにて告知を依頼した。（埼玉） 

� 毎月千葉県内の支援団体情報を掲載している情報紙を編集発行しています。これは一度、被災元自治他へ送り、被災

元自治体発行の広報誌と一緒に、千葉県内に暮らす避難者まで届けてもらっています。（浪江町、双葉町、富岡町、大

熊町、飯舘村、いわき市、川内村、南相馬市、福島市、岩手県）この情報紙に、説明会・交流会の情報を掲載してい

ます。（千葉） 

� 2011 年 5 月から開催してきた交流イベントで参加者の連絡先を蓄積してきたため、独自の名簿があり、直接 DM を送

付。 

� 誘い合って気軽に遊びに行けるイベント的な交流会を企画し、参加者を徐々に増やしていった。 

� ゼロからのスタート当初は、避難世帯が多く居住する集合住宅を調べ、各地域で活動する社協や団体と情報交換しな

がら連携し、チラシを配ってもらい、参加者を募った。 

� 2 年目からは東京都が月 2 回、全避難世帯に発行する情報誌に案内チラシを同梱してもらうのと同時に、多数居住す

る集合住宅にはポスティングに行ったり、各地のサロンに出向いて告知している。 

� 福島の皆さんは、人見知りの方が多いと実感しているので、毎回の交流イベントでは次回新たな避難者を誘ってこら

れるよう、参加の皆さんと親交を深めるようにしている。「このイベント良かったよ」「今度一緒に行こうよ」といっ

た声掛けをしていただいているようで、毎回 100 名前後参加のうち約 1 割は新たな参加者がある。 

� また、埼玉県、神奈川県の団体とも連携いただいてきたため、各県からの参加者がある。首都圏では定住先として東

京近郊で避難者が動くと思われるので、今後さらに情報交換、協力しあって支援する必要があると感じている。（東京） 
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質問事項 質問例、関連質問 ご回答 
� 避難者の居住自治体を通じ、全世帯配布を依頼（少なくとも自治体が把握している世帯へは情報が届けられます）（山

梨） 

� 別の委託事業として個別訪問をしている為、訪問の際に告知している。しかし、利用者は限られている為、今後も告

知活動は課題である。（静岡県） 

� 月２回の定期便で案内している。愛知県被災者支援センターは県が設置しているため、避難者の名簿が提供されてい

る。気になる世帯へは、説明会・交流会について電話での呼びかけも行っている。（愛知） 

� 行政が災害対策便という形で郵送物を請け負ってくれる。名簿は、京都府の担当者がかなり厳密に精査・管理し、引

っ越ししたあと DM を必要とするかどうかの確認や、避難者登録システムには登録しない避難者のリストもはっきり

している。ただ、毎月 2 回の発送便なので、もう見ていないという方もいると聞いている。（京都） 

 

� 関西２府４県の避難者の全登録世帯約１７００世帯へ配布している支援団体の月刊・情報紙に挟み込んでいる。関西

の 2 府 4 県の自治体担当者と自治体の協力によって全戸配布が実現できている。（大阪） 

� 沖縄県では避難者の個人情報を東日本支援協力会議事務局（沖縄県防災危機管理課内）が持っており、そこに内容物

の他、こちらで封筒・切手も用意し郵送をお願いしています。さらに沖縄県は情報を新聞掲載（無料枠）も有効です。

（沖縄） 

２ （生活困窮者への）

経済的な支援や就労

の相談があった際

に、支援団体として

どのように対応して

いますか。 

� 生活保護受給以外で

どんな提案ができる

のか。 

� 避難者の「自立」に

向けてどんな支援を

行っているか。 

� 新聞に載った際に、福島に縁のない生活困窮者から相談を受けたが、傾聴。生活保護受給者だったので区役所に担当

がおり、まず本人と区役所へ連絡。生活保護受給以外の策はないものの本人の就労経験を伺い、ハローワークにも同

様に生活保護受給者・困難者への担当がいるようだったのでそちらへ案内もした。（宮城） 

 

� 今のところそういった方からの相談は受けていないが、基本的には居住地の社協と情報を共有し、必要に応じ自治体・

社協を紹介する。 

� 就労希望の場合はハローワークなどにつないだり、インターネットを使って週間求人情報を情報提供したりの支援を

行う。（山形） 

� 相談があれば生活困窮者自立支援法関連で各自治体が対応している窓口（〇〇くらしサポート、など）を紹介する予

定。また、東京では都が「都内避難者相談拠点」を 2 年前から設けて 3 県の避難者対応をしており、社会福祉協議会

が業務を受託している。福島県の相談拠点としては上記の窓口と連携して対応をしている。そのため、福祉的な相談

については都社協の協力体制もあるが、まだ具体的な案件はない。（東京） 

 

� 食糧支援の必要な世帯は、フードバンク山梨へ繋いでいる。 

� 就労相談をキャリアコンサルタントが対応している。（山梨） 

� 就労センターなどのホームページを見ている。また、継続的な来室を促し、就労に向けての気持ちの整理を行ってい

る。制度へ依存的な面が見受けられるため、具体的な生活設計を一緒に考えていくように検討している。（静岡県） 

� 相談会・交流会を開催し、相談員としてキャリアコンサルタントに来てもらっている。また、場合によってはハロー

ワークにスタッフが同行したり、社協につなぐなどしている。（愛知） 

� 生活困窮者自立支援制度の利用について学びたいと考えているが、この制度も 27 年度からなので行政や請負団体によ

って対応が違う印象。就労支援施設（京都府）と連携して就労相談など行っているが、マッチングは難しい。（京都） 



 

 

  

1
4
9
 

質問事項 質問例、関連質問 ご回答 
� 市役所、生活困窮者窓口、社会福祉協議会、福祉事務所へつなぐ。 

� 既存の生活困窮者支援制度を利用し、制度を利用した上で自立をサポート（介護、高齢者サポート等）。 

（課題）住民票を移していない人が、関西府県の担当者の知識不足で住民サービスを受けられず窓口で門 

前払いをされることが多い。 

（解決策）国から全国の自治体へ「子ども・被災者支援法」についての周知徹底をお願いしたい。 

� 訪問事業の中で、生活困窮者へのサポートを行う。（大阪） 

� 支援団体としては避難者が講師をする教室などを「自立支援事業」として行ってきましたが、切実な生活困窮者には

生活保護受給の他、労働の場を見つける手助け以外、難しいですよね。しかし、意識づけは大事なので、働くこと・

自立することが大事だという空気を常に作っておくことを心掛けています。しかし、歩み出す段階にない人は無理強

いすると逆効果なので、基本的には寄り添い、生活にリズムを付けることなどを提案します。また、支援対象者の資

質や能力を対話する中で見つけてあげることもその方が行動する第一歩になります。（沖縄） 

３ 避難者の孤立の防止

に向けて、支援団体

としてどのようなこ

とを実施しています

か。 

― � 参加したサロン内でも地域間の支援の差が影響を及ぼし、来なくなる人もいるため、その後のフォローが難しい。図

書館など公共無料スペースに集まっているという話を聞き、数度に渡って足を運ぶが未だ会えていない。（宮城） 

 

� 山形県内にはそれをミッションとして避難者支援を行っている団体が複数存在し、当団体は連携体制をとっている。 

� 復興ボランティア支援センターやまがたの実施する「支援者の集い」 

� 相談員打ち合わせ会などで支援について情報共有を行っている。（山形） 

 

� 情報誌の発行を年に 3 回～４回行っている。孤立防止支援のために、福島の方が知りたい情報、役に立つ情報を載せ

つつ、それを読んだ茨城の方が福島の現状を理解するような、福島と茨城をつなぐ媒体としても位置付けている。（茨

城） 

� 復興支援員との連携 

� 埼玉県、さいたま市浦和区役所、社会福祉協議会、県内避難者支援団体との連携。（埼玉） 

� 説明会等の企画の際に、少人数でのグループで情報交換の時間を設ける等、企画終了後も相互に連絡し合えるような

工夫をしています。（千葉） 

� 福島の皆さんは、人見知りの方が多いと実感しているので、毎回の交流イベントでは次回新たな避難者を誘ってこら

れるよう、参加の皆さんと親交を深めるようにしている。引きこもりがちな方に「このイベント良かったよ」「今度一

緒に行こうよ」といった声掛けをしていただいているようだ。（東京） 

 

� 全県避難者交流会（年１回）や地域別交流会を開催し参加を促す。招待イベント情報を提供し外出機会を提供。（山梨） 

� 高齢の方は地域包括支援センターにつなぎ、見守り支援をお願いしている。民生委員にもお願いしたが、頻回ではな

い様子。（静岡県） 

� 継続的な取組はないが、緊急問題で孤立し悩んでいる方に対しては、速やかに面談を行い(できるだけ相談室)その場で

専門箇所へ電話連絡。（岐阜） 

� アンケートを実施して現状を把握したり、電話による安否確認や個別訪問を市町村や保健師や社協と連携して実施し

ている。（愛知） 
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質問事項 質問例、関連質問 ご回答 
� なるべく地域の資源に繋ぎたいと考えている。京都ではご招待イベントが多く、交流会は比較的多い気がする。（京都） 

� 見守り相談。訪問。安否確認電話。交流会へのはがき、電話での呼びかけ。交通費のお支払いによる交流会や相談会

への負担サポート。 

� 避難者との接点をたくさん持つようにしている。引きこもりがちな人へ複数回接触をはかる。（大阪） 

� 交流会の実施は必要不可欠。参加を促すには対象者を様々想定し、色々なアプローチが必要になります。さらに、事

務局が個別で声がけを忘れない。対象者に近い方に見守りをお願いする等しています。（沖縄） 

４ 思春期の子どもに寄

り添うために、支援

団体としてどのよう

なことを実施してい

ますか。 

� 子どもたちへのアプ

ローチ方法や、集ま

る場を作っている例

があれば知りたい。 

� 大学生のボランティアグループが話し相手や、勉強や宿題を見てあげる活動しています。（秋田） 

� 山形県内にはそれをミッションとして避難者支援を行っている団体が複数存在し、当団体は連携体制をとっている。 

� 復興ボランティア支援センターやまがたの実施する「支援者の集い」。 

� 相談員打ち合わせ会などで支援について情報共有を行っている。（山形） 

� 年 1 回のサマーキャンプ、ママカフェを開催（茨城） 

� 不登校などの相談対応を、臨床心理士に依頼している。 

� 必要に応じて、若者サポートステーションと連携（山梨） 

� NPO 法人で学習支援を行っている団体があり、そこへ挨拶に出向き、案内をいただいた。（静岡県） 

� 特段対応していないが、今年度は子ども対象のアンケートを実施した。（愛知） 

� 福島大学の本多環先生と連携し、アプローチを開始したところ。（京都） 

� キャンプ等の一泊交流会。 

� 地域にとけ込むことをすすめる。「YMCA」または「ボーイスカウト」等の地域に密着した通常の子どもサポートの関

わりをすすめる。思春期の子どもを持つ親の悩みは日本世界共通。YMCA やボーイスカウトは安価で地域の大人との

交流や地域活動への参加が必須となっているため、他地域からの引っ越しや転勤族、海外からの移住者の参加も多く、

スタッフも慣れている。（大阪） 

� 思春期の子供が、どの年代か（小学生？中学生？高校生？）によって異なるが、思春期＝反抗期という問題であれば、

それを身近で受止る母親などに寄り添うなどをした方が良いかもしれません。（沖縄） 

５ 住宅の保証人確保

（民間賃貸、公営住

宅とも）について相

談を受けた際、どの

ように対応していま

すか。 

� 「保証協会」を紹介

する以外の対応はあ

るか。 

� 公営住宅の保証人の

居住地条件が「全国

どこでも可」の自治

体はあるか。 

� 山形県司法書士会のご協力を頂いているので紹介する。 

� 山形県にある既存の支援組織・団体への紹介(弁護士会・消費者センターなど)（山形） 

� 山梨県北杜市が「保証人全国どこでも可」を運用中。 

� 甲府市も柔軟な対応を表明している。（山梨） 

� 県営住宅では、保証人の居住地条件は設けていない。（愛知） 

� 京都では、保証人は国内であれば可。親族であれば 1 名で OK など、ちょっと基準が緩い模様。個別に相談すれば柔

軟に対応してもらえるので、まず直接相談に行くように、と案内している状況。（京都） 

� 奈良県営住宅では、保証人は避難者同士でなっている事も。保証人の収入制限はなし。 

� 大阪府営住宅では、福島県にいる家族でもなれる単純保証人。 

� 大阪市の場合は、連帯保証人。 

� 公営住宅では、保証人は個人に限定。保証会社は使えない。（大阪） 

� 今、沖縄県に働き掛けをしている所です。（沖縄） 
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質問事項 質問例、関連質問 ご回答 
６ 「○○市内で良い物

件はないか？」と住

宅情報の相談があっ

た際、どのように対

応していますか。 

� 避難先自治体が都市

部の場合、移住支援

等の施策もなく支援

策とセットでの物件

紹介が困難。 

� 避難先自治体が仙台市および近郊の場合、移住支援等の施策もなく支援策とセットでの物件紹介が困難。支援策のあ

る過疎地域または、仙台市の市営住宅の募集があるときはその案内をした。（宮城） 

� 宅建協会に問合せたところ、「協会のインターネットを閲覧して条件に合った物件を探すところまでは行ってよい」と

のことだったため不動産情報のページを一緒に見て、条件に合う物件のページをプリントアウトしてお渡ししている。

また、アパート探しに関する資料（家賃の決め方等）を独自に作成し、それを使いながら具体的な動きの相談対応を

行っている。（山形） 

� 一緒に物件情報を探すお手伝いをする。（茨城） 

� 物件を紹介することはできないため、民間の不動産企業を巻き込んだ。 

� 東京近郊の避難者は支援策の対象にならない方も多く、どうしても民間住宅を視野に入れる必要があるため、避難者

の背景を理解し、支援に賛同してもらえる民間企業を独自に開拓した。各企業には相談窓口としての電話番号をワン

ストップにし、店舗に申し送りする、という対応をしてもらっている（様々な事情があることを理解した対応をして

いただくため）。 

� 協力企業に対しては福島県からの支援策など県外避難者の背景に関する説明会も行い、個人情報保護対応を含めた契

約を交わして、具体的な相談・物件紹介にあたってもらっている。 

� 9/25 に上記の相談コーナーを設けた交流イベントを行い、公的賃貸住宅（UR など）、民間賃貸住宅、分譲住宅などの

相談を受けた。（東京） 

� 支援活動に協力的な不動産屋さんと連携し、仲介手数料無料や生活保護条件に合った値段交渉をしてもらっている。

福島県が宅建業協会に、特段の配慮をしてくれるよう要請したと聞いているが、どの程度有効か、確認したい。（京都） 

� 自治体の「空き家バンク」を紹介している。 

� 支援者の不動産会社に相談している（山梨） 

� 交流会に参加頂いた不動産を紹介した。また、来室を促し、公営住宅などの条件について一緒に検討している。（静岡

県） 

� 民間賃貸住宅（貸家、アパート、マンション等）については、愛知共同住宅協会へつないでいる。（愛知） 

� 避難先での物件相談はまだないが、福島県帰還先の公営住宅については支援専用ｻｲﾄや避難者支援ﾊﾝﾄﾞﾌﾞｯｸを活用して

情報提供。（岐阜） 

� 最もよく分かっているのは近辺の不動産なので、複数の不動産会社を訪問してくださいと伝える。（大阪） 

� 沖縄県にも要請している所ですが、物件の紹介についても各市町村の社協に情報をもらえるように依頼。（沖縄） 

７ 公的な支援に結びつ

かない相談や、公的

支援を拒否された場

合、どのように対応

していますか。 

� 日常生活における困

りごとの相談。 

� 震災前からの問題に

対する相談や話し相

手を求められた場合

の対応。 

� 行政に対する不満や

クレームの相談。 

� 拒否ではないが、移住における相談があった際に問合せしたところ、支援委託の条件として県外から就労を伴う転居

を支援するのが対象ということで HP の情報参考などは可能だが、直接的な対応のレギュラー化は困難という回答を

頂いたことはある。ただ、相談者の希望はあくまで仙台市内なので希望に合致する情報はなかった。（宮城） 

 

� 一通りお話をお聞きし、団体の中でケーススタディを行い、対応策・支援策を探し、山形県内にある多様な相談を受

ける支援団体に受け入れ可能かを聞き可能であれば、つなぐ。 

� ハローワークや社協など専門機関につなぐことが適切だと思われる場合は、そちらにご紹介する。 

� 自治体との情報共有による解決策を探る。（山形） 

 



 

 

  

1
5
2
 

質問事項 質問例、関連質問 ご回答 
� 行政に対しての不満やクレーム等は関係している行政や福島県からの駐在の支援課職員に伝え対処策を求める。（茨

城） 

� 傾聴。インフォーマルな社会資源を調べ、本人に案内。（埼玉） 

� 電話等での相談があった際には、できる限りお話を聞きます。解決できなくても聞いてもらうと気が済むということ

が少なくありません。（千葉） 

� できる限り傾聴している。 

� 交流イベントに参加して、皆さんとお話してみては？と提案している。 

� 行政に対する不満やクレームには、知りうる限りの正確な情報を中立の立場で伝えるようにしている。（東京） 

� 専門家（弁護士・司法書士・社会福祉士・臨床心理士）への繋ぎ、行政へは「結ぶ会」として訪問し対応。（山梨） 

� こちらから電話や手紙を書きながら信頼関係を築いていく。別事業の訪問相談にもつなげ、連携しながら活動してい

く。（静岡県） 

� 情報を県や市町村とで共有するとともに、場合によっては専門家につないだり、支援関係者で集まって対応を検討し

ている。（愛知） 

� とにかくひたすら聞く、ただし自己完結していただく聞き方を、と思っているが、スーパーバイザーをお願いして、

相談スキルの向上と、相談員のケアをおこなっているところ。（京都） 

� フォローの階数を増やす。期間をあけて複数回アプローチする。 

� そばにいることで役立っていると「寄り添い支援」として接触をはかる。 

� 阪神淡路大震災同様、避難者被災者は孤立し、意気消沈し、生活を改善できないまま疲弊していくもの。「少しでも側

にいられたらそれで十分」と阪神淡路大震災の寄り添い支援と同様に認識。（大阪） 

� 傾聴を心掛けています。しかし、それだけではこちらがきつくなるので、なるべく人と合わせる場づくりをし、さら

には役割を与えるなどします。見立てを立てることに困難なときは臨床心理士さんにケース検討してもらうと良いと

思う。（沖縄） 

８ 避難先自治体や他の

支援団体との情報共

有、連携の強化に向

けて、支援団体とし

てどのようなことを

実施していますか。 

� 避難先自治体と情報

共有する場がない。 

� 同じような支援団体

との連携をどうして

いるか。 

� 仙台市以外では自治体が直接、避難者とやりとりするケースが少ない所が殆どなので社協などにもアプローチするが

地道な努力しかない。なお、アミル様からはお話を頂き、HP に掲載頂いた。（宮城） 

� 支援団体向けの意見交換会等が行われているので、積極的に参加している。具体的には「やまがた避難者支援協働ネ

ットワーク意見交換会」「避難者生活相談支援事業被災者生活支援調整会議」（以上自治体主催）「支援者のつどい」

（復興ボランティア支援センターやまがた主催）など。 

� 各地域の社会福祉協議会とも協力体制を取っており、社協主催のお茶会に参加し避難者に支援策の説明を行っている。 

� 当団体の資源(支援策の情報等)を他の支援団体・社会福祉協議会に提供している。勉強会の開催、情報共有の場の開催

などで話題提供者としてお話をする機会があった。（山形） 

 

� 支援団体や行政とできるだけ顔を合わせる交流、情報交換を行っている。 

� 年 1 回、県内市町村の広域避難者対応の担当課と支援団体との情報交換会の場をもっている。また、福島県職員（駐

在）が、避難先自治体と支援団体との意見交換の場を設定してくれる（過去、5 市と意見交換）。 

� ネットワーク団体なので、加盟団体が集まる機会（会議）を定期的につくり、情報交換している。（茨城） 
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質問事項 質問例、関連質問 ご回答 
� （福島県の別事業で）千葉県内の支援団体（約 10 団体）、被災当事者団体、被災自治体の復興支援員、千葉県担当者、

千葉県社協、千葉市社協、千葉県臨床心理士会、千葉大学学生などに声掛けをして情報交換会を年 3 回実施。課題の

共有や情報交換をしています。（千葉） 

� まずは会って自団体の活動経緯を紹介し、協力を依頼するとともに、関係構築を図ることから始めた。 

� 共催で交流イベントを実施したり、会合に参加するなどしている。 

� 電話だけで協力を依頼している団体もあるが、情報共有は可能。（東京） 

� 自治体の担当部門および協力団体との関係づくりを行っている。年間活動報告（リポート）等を行って関係を維持し

ている。（山梨） 

� 10/2 に東海地域の支援者団体と連携会議を行った。また、他の支援団体と交流会事業を協力しながら行っている。（静

岡県） 

� 県が開催している市町村等担当者会議の場で、市町村や社協に協力を依頼している。また、行政・社協・保健師・地

域包括支援センター・民生委員等の支援従事者を対象とした研修会を開催し、情報共有や連携を図っている。（愛知） 

� 避難先自治体との情報共有の場はほとんどないが、地域支援団体とは、連絡会議、交流会にできるだけ参加し、連携

強化を図っている。（岐阜） 

� 京都の場合は、特殊かもしれないが京都府が場づくりをしてくれている。月に 1 回の連絡会議、戸別訪問の同行、年

2 回の共同イベント、府議会等への情報共有などおこなっている。福島県が、受け入れ県会議をひらいているがそこ

で民間団体との連携についてどの程度要請しているか？伺いたい。関西より西では支援団体が顔の見える関係を作っ

ており、良い連携となっていると感じている。近畿ろうきんや JCN 等、中間支援団体の存在のおかげ。（京都） 

� 他団体との連携を強化するために、会議に参加し、情報交換を頻繁に行う。 

� 遠方への連絡協議会に参加し、課題共有や連携事業ができることがないかの相談をはかる。他府県団体への視察や調

査や面談を活動の中で行っている。（大阪） 

� 福島県のふるさとふくしま相談事業の助成金で支援団体と行政・社協が連携できるシステムとして『避難者支援ネッ

トワーク事業』を進めています。支援カードを作り、本人に個人情報の了解をとった上で情報を共有しています。支

援対象者を各福祉サービスに繋げるだけでなく独自の支援メニューとしてファミリーサポートを利用した『託児支援』

も行っています。また、避難者支援にあたる民生員やソーシャルワーカーに向けて、理解を深めて頂くための研修会

も行っています。（沖縄） 

 

 

 



 

154 

  

（３）「県外避難者への相談・交流・説明会事業」の説明会・交流会の視察 

・福島県事業の受託団体が主催する説明会・交流会を視察し、参加者数等の状況及び参加者か

らの意見、会の運営状況について把握・報告した。視察した説明会・交流会は下表のとおり

である。 

 

表 ６-３：視察した説明会・交流会（平成 28 年） 

日時 地域 拠点団体名 

7 月 16 日（土） 

10:30～13:30 
岡山県 一般社団法人ほっと岡山 

7 月 24 日（日） 

15：00～17：00 
千葉県 

NPO 法人ちば市民活動・市民事業サポートクラ

ブ 

9 月 17 日（土） 

10：00～12：00 
栃木県 とちぎボランティアネットワーク 

9 月 25 日（日） 

14：00～16：30 
岐阜県 レスキューストックヤード 

10 月 2 日（日） 

13:00～16:30 
広島県 ひろしま避難者の会「アスチカ」 

10 月 8 日（土） 

11:00～16:00 
神奈川県 NPO 法人かながわ被災者とともに歩む会 

11 月 23 日（水） 

13:00～15:00 
群馬県 ぐんま暮らし応援会 

12 月 11 日（日） 

10:00～15:00 
宮崎県 『うみがめのたまご』～3.11 ネットワーク～ 

12 月 18 日（日） 

13：30～16：00 
新潟県 一般社団法人ふくしま連携復興センター 

12 月 23 日（金）

13:00～16:00 
静岡県 静岡県臨床心理士会 
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７．今後の課題 

本業務を通じて得られた知見等を基に今後の自主避難者支援に関する課題を以下のとおりと

りまとめた。 

 

１）支援団体間のネットワークの強化に向けた支援の継続的な実施 

自主避難者の生活再建は、徐々に進みつつあるものの、まだ時間を要するものと考えられる。

特に、仮設住宅の無償供与が平成 28 年度末をもって終了することから、新たな環境での生活再

建を円滑に進めるためにも引き続き自主避難者の状況を注視、情報提供による支援を継続してい

くことが必要である。 

このような中、支援団体に対する期待は、依然、大きいものがあるが、支援団体の活動におけ

る課題は多く、本業務で把握した支援団体の意見の中でも他の団体にノウハウの提供を求める声

は多く挙げられた。 

このため、支援団体間のネットワークの一層の強化を図り支援活動の継続化、充実化を図るこ

とが必要である。 

 

２）支援団体と自主避難者のパイプづくりを支援 

支援団体が実施した説明会・交流会において、自主避難者とのパイプが限定的な拠点地域では、

開催案内が十分に周知されないことが要因の一つとして、参加者数が少ない、偏りがあるなどの

課題が見られた。このため支援団体とつながりがない自主避難者には、十分な支援が行き届いて

いない可能性が考えられる。避難元自治体が避難者向けに実施する広報活動との連携や避難先自

治体を通じた支援団体の紹介など、支援団体とのパイプの構築を進めることが必要である。 

 

３）自主避難者向けの情報発信のサイトの構築 

本業務で構築した支援団体向け Web サイトについて、支援団体の利用状況に偏りが見られたも

のの、積極的に利用している団体からは、有効性を評価する意見も聞かれた。 

また、説明会・交流会の場で、参加した自主避難者が直接、本 Web サイトから情報を閲覧でき

るように、会場にパソコンを設置するといった工夫も見られた。 

支援施策情報は必ずしも支援団体を通じて周知される必要は無く、自主避難者が直接利用でき

るようにすることで支援団体とのパイプが無い自主避難者にも情報提供が可能であり、自主避難

者向けの情報発信ツールの構築を積極的に進めていくことが必要である。 

一方で、自主避難者向けサイトとするには、分かりやすさや魅力的なコンテンツといった点に

ついて一層の工夫が求められることに留意が必要である。 
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参考資料 
・各回の会議資料一式 

・専用サイトの活用マニュアル 

 

 

 

 

 

 

 


