
 

 
 
 
 
 

 

平成２９年度 

県外自主避難者支援体制強化事業 

 

報告書 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

平成 30 年 3 月 
 

  

 

 



 

  



 

目次 

１． 業務の概要 ........................................................................................................................... 1 
（１） 業務の名称 ............................................................................................................ 1 
（２） 履行期間 ................................................................................................................ 1 
（３） 業務の目的 ............................................................................................................ 1 
（４） 業務の内容 ............................................................................................................ 1 
（５） 業務工程 ................................................................................................................ 5 

２． 情報収集 ............................................................................................................................... 7 
２．１ 実施内容 ....................................................................................................................... 7 
２．２ 実施結果 ..................................................................................................................... 11 

３． 情報管理・分析 ................................................................................................................ 110 
３．１ 実施方針 ................................................................................................................... 110 

（１） 実施フロー ........................................................................................................ 110 
（２） 支援施策の分類の視点 ...................................................................................... 111 

３．２ 分類整理とトピックスの選定結果 ........................................................................... 112 
（１） 分類別情報件数 ................................................................................................. 112 
（２） トピックス情報の内容 ...................................................................................... 113 

３．３ 地方自治体から配信される支援施策情報の傾向分析 .............................................. 116 
（１） 支援施策情報の期間別・カテゴリー別の傾向 ................................................. 116 
（２） 支援施策情報の都道府県別の傾向 ................................................................... 121 

４． 情報提供 ........................................................................................................................... 130 
４．１ NPO 等支援団体への情報提供 ................................................................................ 130 
４．２ 自主避難者への情報提供 .......................................................................................... 131 

（１） 自主避難者の情報提供の基本方針 ................................................................... 131 
（２） 実施方針 ............................................................................................................ 132 
（３） 公開サイトの構成 ............................................................................................. 133 
（４） 公開サイトのコンテンツ概要 ........................................................................... 136 
（５） 被災者支援活動の事例及び被災者・支援者の取材 .......................................... 143 
（６） 避難先・避難元地域の支援施策情報の更新 ..................................................... 146 
（７） 公開サイトに関する統計（集計期間：2017/07/25 - 2018/03/15） ................ 149 

５． 会議の開催 ....................................................................................................................... 152 
５．１ 実施方針 ................................................................................................................... 152 
５．２ 議題 ........................................................................................................................... 154 

（１） 第 1 回定期連絡会議（平成 29 年 5 月 17 日） ................................................ 154 
（２） ブロック会議（平成 29 年 11 月 8、9、30 日） .............................................. 155 
（３） 第 2 回定期連絡会議（平成 30 年 2 月 1、2 日） ............................................ 156 

５．３ 実施状況 ................................................................................................................... 157 
（１） 第 1 回定期連絡会議（平成 29 年 5 月 17 日） ................................................ 157 



 

（２） ブロック会議（平成 29 年 11 月 8、9、30 日） .............................................. 158 
（３） 第 2 回定期連絡会議（平成 30 年 2 月 1、2 日） ............................................ 159 

５．４ 実施後の意見整理と回答について ........................................................................... 159 

６． その他............................................................................................................................... 170 
６．１ 支援団体における課題意識 ...................................................................................... 170 
６．２ 国や福島県への要望について .................................................................................. 177 
６．３ 「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 ................ 180 

７． 今後の課題 ....................................................................................................................... 181 
７．１ 県外避難者支援全般と行政の役割について ............................................................ 181 
７．２ 本事業及び福島県事業による県外避難者支援について .......................................... 181 
７．３ 本事業による県外自主避難者への支援情報収集・提供について ........................... 182 
７．４ 本事業による避難者支援団体への支援情報収集･提供について ............................. 182 
７．５ 本事業による受託団体等の会議開催について ......................................................... 183 



 

図表目次 

表 １-１ 開催会議の概要 ........................................................................................... 4 
表 １-２ スケジュール ................................................................................................ 6 
表 ２-１ 収集する情報項目と収集方法 ......................................................................... 7 
表 ２-２ 情報収集対象自治体..................................................................................... 8 
表 ２-３ 情報収集未対象自治体 ................................................................................. 9 
表 ２-４ データベースに登録した支援施策情報の一覧 .................................................. 12 
表 ３-１ 支援施策の分類の視点 .............................................................................. 111 
表 ３-２ 支援施策の分類別情報件数 ........................................................................ 112 
表 ３-３ 「移住・定住・帰還支援施策」コーナーに掲載したトピックス一覧 ......................... 114 
表 ３-４ 都道府県別 支援施策の情報発信自治体数（市区町村数）一覧 ........................ 122 
表 ４-１ NPO 等支援団体への情報提供の概要 ............................................................ 130 
表 ４-２ サイトの各ページ構成 ................................................................................. 134 
表 ５-１ 開催会議の概要 ........................................................................................ 153 
表 ５-２ ブロック会議の意見と対応の方針 .................................................................. 160 
表 ６-１ 日常の相談等における課題・対応 ................................................................. 171 
表 ６-２ 交流会･相談会等の開催について ................................................................ 173 
表 ６-３ その他、最近の拠点事業の運営で困っていること、課題.................................... 175 
表 ６-４ 自主避難者支援事業や被災者支援活動（国、福島県の事業）について ............... 178 
表 ６-５ 視察した説明会・交流会（平成 29 年度） ......................................................... 180 
 

図 １-１ 事業の概要 .................................................................................................. 1 
図 ３-１ 情報管理・分析の実施フロー ....................................................................... 110 
図 ３-２ 「移住・定住・帰還支援施策」コーナーに掲載したトピックスの件数の推移 ............. 113 
図 ３-３ 支援施策情報の日別件数の推移 ................................................................. 116 
図 ３-４ 支援施策情報の月別・カテゴリー別の推移 ..................................................... 117 
図 ３-５ 支援施策情報の月別の推移（1.移住・定住・帰還支援（補助・助成等）） ............... 118 
図 ３-６ 支援施策情報の月別の推移（2.移住・定住・帰還相談・イベント） ......................... 118 
図 ３-７ 支援施策情報の月別の推移（3.移住体験） ..................................................... 119 
図 ３-８ 支援施策情報の月別の推移（4.物件情報（公的賃貸住宅等）） ........................... 119 
図 ３-９ 支援施策情報の月別の推移（5.公営住宅の入居募集） ..................................... 120 
図 ３-１０ 支援施策情報の月別の推移（6.改修・リフォーム） .......................................... 120 
図 ３-１１ 都道府県別の支援施策の情報発信件数 ...................................................... 121 
図 ３-１２ 都道府県別の支援施策の情報発信件数（1 自治体あたりの件数） ..................... 123 
図 ３-１３ 都道府県別 1 自治体あたり支援施策の情報発信件数（移住・定住・帰還支援（補助・

助成等）） ........................................................................................................ 124 
図 ３-１４ 都道府県別 1 自治体あたり支援施策の情報発信件数（移住・定住・帰還相談・イベン

ト） ................................................................................................................. 125 
図 ３-１５ 都道府県別 1 自治体あたり支援施策の情報発信件数（移住体験） .................... 126 



 

図 ３-１６ 都道府県別 1 自治体あたり支援施策の情報発信件数（物件情報（公的賃貸住宅等））

 ..................................................................................................................... 127 
図 ３-１７ 都道府県別 1 自治体あたり支援施策の情報発信件数（公営住宅の入居募集） ... 128 
図 ３-１８ 都道府県別 1 自治体あたり支援施策の情報発信件数（改修・リフォーム） ........... 129 
図 ４-１ 想定されるサイトの利用者別の提供情報内容 ................................................. 131 
図 ４-２ サイト構成図 ............................................................................................. 133 
図 ４-３ 公開サイト トップページ ............................................................................. 136 
図 ４-４ 公開サイト 「全国の相談窓口情報」 .............................................................. 137 
図 ４-５ 公開サイト 「相談会・交流会情報」 ................................................................ 138 
図 ４-６ 公開サイト 「被災者支援活動の事例紹介」 .................................................... 139 
図 ４-７ 公開サイト 「避難先・避難元地域の支援施策情報」 ......................................... 140 
図 ４-８ 公開サイト 「専門的な支援先に関する情報」 .................................................. 141 
図 ４-９ 公開サイト 福島県の現状に関する情報 ........................................................ 142 
図 ４-１０ 対象となる「避難先・避難元自治体の支援施策」コーナー ................................ 146 
図 ４-１１ 「避難先・避難元地域の支援施策情報」コーナーの更新スケジュール ............... 146 
図 ４-１２ RSS 未対応自治体のサイトからの情報抽出のタイミング ................................... 147 
図 ４-１３ トピックス抽出・選定のタイミング .................................................................. 148 
図 ４-１４ 地域別訪問数 ......................................................................................... 149 
図 ４-１５ 開設後訪問数の推移 ................................................................................ 149 
図 ４-１６ デバイス別訪問数 .................................................................................... 150 
図 ４-１７ チャンネル別訪問数 ................................................................................. 150 
図 ４-１８ ページ別訪問数 ...................................................................................... 151 
図 ４-１９ ページ別滞在時間 ................................................................................... 151 
図 ６-１ 埼玉広域避難者支援センター開催の説明・相談会の状況 ................................. 180 
図 ７-１ 避難者･被災者を取り巻く環境と課題の変化、必要な対応のイメージ ................... 182 

 

  



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 29 年 4 月 3 日～平成 30 年 3 月 30 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

したこともあり、今後、帰還又は定住に向けて個々の世帯の事情に応じて支援を実施し

ていく必要がある。また、国においては、福島県と連携し、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、福島県と連携しながら自治体における支援施策やＮＰ

Ｏ等支援団体が実施している支援活動の情報等を収集し、その情報を全国のＮＰＯ等支援

団体及び自主避難者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 

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

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

ともに、自主避難者に直接、有益な情報を提供することで、自主避難者の帰還・定住の

判断と生活再建の促進に寄与するものである。また、具体的な業務内容は、次ページ以

降の通りである。 

 
図 １-１ 事業の概要 
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①情報収集 

福島県事業の受託団体（26 団体）、さらには全国の自主避難者向けに、自主避難者の

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

は、②で実施する支援施策傾向分析の基礎資料としても活用した。 

（収集した情報） 

・全国避難先自治体等における定住を中心とした支援施策情報 

・支援団体における自主避難者支援に係る活動事例や企業との連携事例 

・その他 

 

②情報管理・分析 

①により収集した情報を適切に管理し、福島県事業の受託団体、自主避難者に提供す

べき情報の抽出と分類整理を実施した。さらに、避難先自治体における支援施策情報に

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

た。 

（実施した業務） 

・①で収集した避難先自治体の支援施策情報の分類整理 

・福島県事業の受託団体及び自主避難者に提供する有益な情報の選定 

・国における今後の支援施策検討に資する支援施策の傾向、特徴分析 

・その他 

 

③ＮＰＯ等支援団体への情報提供 

②により管理する情報を、福島県事業の受託団体に提供した。そのため、情報提供手

法の検討とツールを制作するとともに、情報提供を定期的・継続的に実施した。 

なお、実施に当たっては、平成 28 年度の本業務で実施した内容からの連続性も確保し

つつ、より効果的な取組となるよう充実化を図った。 

（実施した業務） 

・情報提供手法の検討 

・情報提供ツールの作成 

・情報提供の実施 

・その他 

 

④自主避難者への情報提供 

②により管理する情報のうち、自主避難者個人の帰還、定住の判断や生活再建に有益

となる情報について、一般公開情報として提供した。このため、情報提供手法の検討と

ツールを制作するとともに、情報提供を定期的・継続的に実施した。 

なお、実施に当たっては、③で実施する受託団体向け情報提供との一体性、整合性も

踏まえつつ、より効果的な取組となるよう留意した。 

（実施した業務） 

・情報提供手法の検討 

・情報項目の検討 
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・自主避難者の活動事例等、掲載情報の収集 

・情報提供ツールの作成 

・情報提供の実施 

・その他 

 

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を招集して、情報交換や支援

方法に関する意見交換を行うための会議を開催した。 

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

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

体を招集し、密な連携を取る必要があったため、双方に参加し、情報共有を行った。 

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

東・中部日本、西日本の 3 ブロックに開催日を分けて開催した。 

 

（実施した業務） 

・会議開催企画案の検討 

・会議開催準備（会場の確保や福島県事業の受託団体への連絡・調整等） 

・会議資料の作成 

・会議の進行 

・会議結果のとりまとめ 

・その他（参加者への交通費の支払等） 

 

会議の開催概要は次ページのとおりである。 
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表 １-１ 開催会議の概要 

 
 日時・場所 会場 議題 事務局 備考 

【
福
島
県
事
業
】
第
１
回
定
期
連
絡
会
議 

[1 日目] 
平成 29 年 
5 月 17 日（水）
13:00～18:00 

吉川屋 コンベ

ンションホール 
「瑞雲」 
（福島県福島
市） 

(1)今年度の事業について 
 福島県、復興庁、ふくし

ま連携復興センター、
三菱総合研究所、東日
本大震災支援全国ネッ
トワーク 

(2)情報共有及び意見交換 
・拠点の取組紹介及び事
例共有（拠点による発表
等） 
・お困りごと解決会議（グ
ループワーク） 

ふ
く
し
ま
連
携
復
興
セ
ン
タ
ー 

－ 

[2 日目] 
平成 29 年 
5 月 18 日 
（木）9：00～
12：00 

(1) 前日の振り返り 
(2)クラウドシステム活用
について 

【
復
興
庁
事
業
】
福
島
県
県
外
避
難
者
の
支
援
に
関
す
る 

情
報
共
有
・
意
見
交
換
会 

ブ
ロ
ッ
ク
会
議 

[首都圏ブロッ
ク] 
平成 29 年 
11 月 8 日(水) 
13:30～17:00 

フクラシア八重
洲 E 会議室 
 
(東京都中央区） 

(1)行政からの情報提供 
(2)本事業の進捗状況の共
有 
(3)個人情報の取扱いにつ
いて 
(4)支援活動の課題に対す
るワークショップ 

三
菱
総
合
研
究
所 

(参加団体拠点地) 
茨城、群馬、埼玉、 
千葉、東京、神奈
川、山梨、長野 

[東・中部日本
ブロック] 
平成 29 年 
11 月 9 日(木) 
13:30～17:00 

( 参 加 団 体 拠 点

地）北海道、宮城、

山形、栃木、富山、

石川、福井、静岡、

愛知、岐阜、三重 

[西日本ブロッ
ク] 
平成 29 年 
11 月 30 日(木) 
13:30～17:00 

新大阪ﾌﾞﾘｯｸﾋﾞﾙ 
「会議室 A,B」 
 
(大阪府大阪市淀
川区） 

( 参 加 団 体 拠 点

地） 
青森、岩手、秋田、
新潟、滋賀、京都、

大阪、兵庫、奈良、
和歌山、鳥取、岡
山、島根、広島、

山口、徳島、香川、
愛媛、高知、福岡、
佐賀、長崎、熊本、

大分、宮崎、鹿児
島、沖縄 

【
福
島
県
事
業
】
第
２
回
定
期
連
絡
会
議 

平成 30 年 
2 月 1 日（木） 
13:00～18:00 

ホテル聚楽 コ
ンベンションホ
ール 「平安」 
 
（福島県福島
市） 

(1)今年度事業の振り返り
と来年度事業の見通しに
ついて 
(2)事例共有：テーマ「地
域の多様な社会資源との
連携について」 
(3)グループワーク（前
半）：テーマ「今後の県外
避難者支援について考え
る」 

ふ
く
し
ま
連
携
復
興
セ
ン
タ
ー 

－ 

平成 30 年 
2 月 2 日（金） 
9：00～12：00 

(1)グループワーク（後
半）：テーマ「今後の県外
避難者支援について考え
る」 
(2)全体共有 
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⑥その他 

①～⑤の他、福島県事業の受託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、自主避難者支援に取り組んだ。 

（実施した業務） 

・自主避難者の課題と今後の支援施策の整理・とりまとめ 

・支援活動における課題と課題解決に向けた取組の実施 

・福島県事業における説明会・交流会の視察 

・その他 

 

（５）業務工程 

平成 28 年度業務で構築した情報収集システムを活用し、業務開始からすぐに情報収集

を始め、それ以降も、履行期間中は継続して収集した。 

5 月下旬に福島県事業による連絡会議が開催されたが、その会議の場で自主避難者向け

情報提供ツール（ウェブサイト）を紹介し、7 月に仮運用を開始し、10 月に本格運用を開

始した。 

11 月には、本事業によるブロック会議を開催し、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・共有を行った。 
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表 １-２ スケジュール 

 

 

 

 

 

 

 

  

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

①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収集情報の分類
整理

②有益な情報の選
定・抽出

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）

①自主避難者の課
題と今後の支援施
策の整理・とりま
とめ

②支援活動におけ
る課題と課題解決
に向けた取組の実
施

③福島県事業にお
ける説明会・交流
会の視察

(7)報告書の作成

(2)
情報管理・
分析

業務項目
2017年 2018年

(1)
情報収集

(3)ＮＰＯ等支援団体への情報提
供

(6)その他

(4)
自主避難者
への情報提
供

(5)会議の開催 （3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

(2)①で得られた情報のうち、支援団体、自主避難者に有効と考えられる情報の選定・抽出

(1)①で抽出された情報の分類整理

(2)①で蓄積した情報を基に地域

別、内容別等、傾向分析

(2)①②で整理した情報を情報提供ツールにアップ。

視察で得られた情報を適宜アップ

視察の実施

福島県事業による会議 福島県事業による会議

改修構築
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２．情報収集 

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

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

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

よう、計画的に行った。 

 

２．１ 実施内容 

収集した情報項目と収集方法は下表のとおりである 

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

情報を、RSS リーダを活用して収集した。 

 

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

の移住・定

住・帰還支援

を中心とした

支援施策情報 

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

週に 1 回実施）。 
・避難者向け支援施策のみならず、一般市民向け情報でも有益と考え

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

国における 
施策情報 

○復興庁殿を通じて情報収集 

 

 

 

※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。 

 

  



8 

・「避難先・避難元自治体の支援施策」の情報収集対象とした自治体は、昨年度と同じ

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、各自治体のウェブサイトにおいて RSS が導入されている自治体は全て対

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

自治体を対象とした。 

・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、下表のとおりである。 

 

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 
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都道府県 情報検索未対象自治体名（653） 

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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２．２ 実施結果 

・業務期間（平成 29 年 4 月 1 日～平成 30 年 3 月 31 日）のうち、情報収集実施期間であ

る平成 29 年 4 月 1 日から平成 30 年 2 月 28 日の間に収集した支援施策情報等の件数

は、2,846 件である。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（26 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避難先・避難元自治体の支援施策に関する情報の一覧は、次ペ

ージ以降に記す。 

※平成 30 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 30 年 2 月 28 日までに収集した情報

を対象とした。 
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表 ２-４ データベースに登録した支援施策情報の一覧 

 
※平成 29 年 4 月 1 日～平成 30 年 2 月 28 日実績 

配信日 タイトル 自治体 支援施策のカテゴリー区分 

平成29年4月1日 移住促進空き家改修支援事業につ

いて 

兵庫県淡路市 01_移住・定住・帰還支援（補助・助成等） 

06_改修・リフォーム  

平成29年4月1日 会津坂下町若者定住促進住宅新築・

購入補助 

福島県会津坂下

町 

04_物件情報（公的賃貸住宅等）  

平成29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 

04_物件情報（公的賃貸住宅等）  

平成29年4月1日 大空町移住情報サイト「育つ育てる、

大空人（おおぞらびと）」の紹介 

北海道大空町 02_移住・定住・帰還相談・イベント 03_移住

体験  

平成29年4月1日 土地・建物・町営住宅 秋田県井川町 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年4月1日 福島再生加速化交付金（福島定住等

緊急支援）事業計画 

福島県本宮市 01_移住・定住・帰還支援（補助・助成等）  

平成29年4月3日 [トピックス重要なお知らせ 

 

新着情報]トマム地区子育て世帯向

け賃貸住宅の入居者を募集中で

す！ 

北海道占冠村 04_物件情報（公的賃貸住宅等）  

平成29年4月4日 市営住宅入居者を募集します 愛媛県伊予市 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年4月5日 移住・定住相談窓口 栃木県宇都宮市 02_移住・定住・帰還相談・イベント  

平成29年4月5日 市営特定公共賃貸住宅入居者を募

集します 

愛媛県伊予市 04_物件情報（公的賃貸住宅等）  

平成29年4月21日 桜田住宅入居者公募について 福島県広野町 04_物件情報（公的賃貸住宅等）  

平成29年4月21日 第5回八峰町お試し移住ツアー開催

決定！！！【平成29年6月23日(金)

～25日(日)】 

秋田県八峰町 02_移住・定住・帰還相談・イベント 03_移住

体験  

平成29年4月21日 町営住宅・災害公営住宅入居者募集

について 

福島県広野町 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年4月21日 特定公共賃貸住宅（マリンコーポ・広

野）入居者公募について 

福島県広野町 04_物件情報（公的賃貸住宅等）  

平成29年4月21日 平成29年度住宅リフォーム推進事業

について(受付中) 

秋田県八峰町 04_物件情報（公的賃貸住宅等）  

平成29年4月24日 本気の移住相談会2017に参加しま

す！…お知らせ 

北海道利尻町 02_移住・定住・帰還相談・イベント  

平成29年4月26日 うるま市営団地の保証人に「家賃保

証会社」を導入しました。 

沖縄県うるま市 04_物件情報（公的賃貸住宅等）  

平成29年4月27日 平成29年度第1回みやぎ移住フェア

&お試し移住相談会に参加します 

宮城県白石市 02_移住・定住・帰還相談・イベント  

平成29年4月28日 小布施町空き家改修等補助金をご

活用ください 

長野県小布施町 06_改修・リフォーム  

平成29年5月1日 UJIターン人材確保支援補助金 栃木県宇都宮市 01_移住・定住・帰還支援（補助・助成等）  

平成29年5月2日 大崎上島町への定住をお考えの方

へ 

広島県大崎上島

町 

01_移住・定住・帰還支援（補助・助成等） 

03_移住体験  

平成29年5月9日 利尻町夏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 03_移住体験  

平成29年5月10日 ｢移住･交流の促進｣＆｢まちづくり事

業｣に取り組む団体を応援しま

す！！！ 

秋田県八峰町 01_移住・定住・帰還支援（補助・助成等）  

平成29年5月12日 空き家バンク成約奨励金（佐倉市定

住人口維持増加活動支援事業）につ

いて 

千葉県佐倉市 01_移住・定住・帰還支援（補助・助成等）  

平成29年5月12日 空き家バンク賃貸登録物件リフォーム

補助（佐倉市定住人口維持増加活動

支援事業） 

千葉県佐倉市 01_移住・定住・帰還支援（補助・助成等） 

04_物件情報（公的賃貸住宅等） 06_改修・

リフォーム  

平成29年5月15日 大空町農業体験実習生家賃助成金 北海道大空町 03_移住体験 04_物件情報（公的賃貸住宅

等）  
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配信日 タイトル 自治体 支援施策のカテゴリー区分 

平成29年5月18日 第一回みやぎ移住フェア&お試し移

住相談会に参加しました 

宮城県白石市 02_移住・定住・帰還相談・イベント  

平成29年5月19日 入居者募集中の公営住宅 鳥取県日南町 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年5月22日 【6月11日開催】しまねＵターンＩター

ン相談会in大阪 

島根県益田市 02_移住・定住・帰還相談・イベント  

平成29年5月22日 【7月23日開催】しまねＵターンＩター

ン相談会in東京 

島根県益田市 02_移住・定住・帰還相談・イベント  

平成29年5月22日 ふるさと住宅入居者募集のお知らせ 高知県四万十町 04_物件情報（公的賃貸住宅等）  

平成29年5月22日 移住定住支援を見る 鳥取県江府町 01_移住・定住・帰還支援（補助・助成等）  

平成29年5月22日 小屋瀬いらっしゃい住宅入居者募集 岩手県葛巻町 04_物件情報（公的賃貸住宅等）  

平成29年5月22日 定住促進住宅の入居者を募集してい

ます。 

福島県本宮市 04_物件情報（公的賃貸住宅等）  

平成29年5月23日 洋野町移住者住宅取得応援助成金

について 

岩手県洋野町 04_物件情報（公的賃貸住宅等）  

平成29年5月25日 【移住体験談】  灯台じもと暮らし 

(読みやすくなりました） 

愛媛県伊方町 03_移住体験  

平成29年5月25日 【移住体験談】  灯台じもと暮らし 愛媛県伊方町 03_移住体験  

平成29年5月29日 宇和島市営住宅補欠入居者募集【平

成29年度分】 

愛媛県宇和島市 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年5月29日 空き家情報 岩手県葛巻町 02_移住・定住・帰還相談・イベント 04_物件

情報（公的賃貸住宅等）  

平成29年5月30日 移住交流体験ツアーを開催しました 神奈川県松田町 02_移住・定住・帰還相談・イベント 03_移住

体験  

平成29年5月31日 県営住宅の入居者募集について 兵庫県多可町 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年5月31日 町営住宅の入居者募集（家族世帯向 

随時募集 ） 

東京都大島町 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年5月31日 町営住宅の入居者募集について 兵庫県多可町 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年5月31日 子育て世帯・若者世帯向け、特別賃

貸町営住宅の入居者募集について 

兵庫県多可町 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29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 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年6月1日 市営住宅の入居者を募集します 千葉県四街道市 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年6月1日 市営住宅入居者募集 香川県三豊市 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年6月1日 宅地を分譲します(拓洋台団地・黎明

台団地) 

岩手県田野畑村 04_物件情報（公的賃貸住宅等）  

平成29年6月1日 町営住宅入居者募集（随時募集） 広島県海田町 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年6月1日 町営住宅入居募集・概要 鳥取県江府町 05_公営住宅の入居募集  

平成29年6月1日 福島圏域合同移住セミナー開催 福島県桑折町 02_移住・定住・帰還相談・イベント  

平成29年6月2日 （7.29大阪出展！）移住フェア等出展

情報 

秋田県羽後町 02_移住・定住・帰還相談・イベント  

平成29年6月2日 にかほ市移住・定住・Uターン支援総

合情報を更新しました。 

秋田県にかほ市 01_移住・定住・帰還支援（補助・助成等）  

平成29年6月2日 高岡市移住定住Facebook「あっ、た

かおかで暮らそう！」を開設しました 

富山県高岡市 02_移住・定住・帰還相談・イベント  

平成29年6月2日 町営住宅武庫第２団地 入居者募集 鳥取県江府町 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年6月2日 町営住宅武庫団地 入居者募集 鳥取県江府町 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年6月2日 平成29年度第2回みやぎ移住フェア

&就農・就漁相談会に参加します 

宮城県白石市 02_移住・定住・帰還相談・イベント  

平成29年6月2日 求人情報（移住希望者向け）を更新

しました。 

秋田県にかほ市 01_移住・定住・帰還支援（補助・助成等）  

平成29年6月2日 「浜頓別町空き家バンク」制度につい

て 

北海道浜頓別町 04_物件情報（公的賃貸住宅等）  
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配信日 タイトル 自治体 支援施策のカテゴリー区分 

平成29年6月5日 【移住相談会】 『高知暮らしフェア』 

６月開催 

高知県香南市 02_移住・定住・帰還相談・イベント  

平成29年6月5日 八峰町空き家情報室 秋田県八峰町 01_移住・定住・帰還支援（補助・助成等）  

平成29年6月5日 「福島に来て。」頑張る地域応援事業

の募集について 

福島県柳津町 01_移住・定住・帰還支援（補助・助成等）  

平成29年6月6日 町営住宅入居者募集中 岐阜県白川町 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年6月6日 補助金「空き家バンク登録物件」【リフ

ォーム】【家財処分】 

静岡県南伊豆町 06_改修・リフォーム  

平成29年6月7日 平成29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 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年6月8日 関西地域 移住・定住フェアの開催 大分県国東市 02_移住・定住・帰還相談・イベント  

平成29年6月9日 玉名市営住宅入居者募集 熊本県玉名市 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年6月9日 空き家再生住宅入居者募集 鳥取県江府町 04_物件情報（公的賃貸住宅等）  

平成29年6月9日 北茨城市定住促進奨励金 茨城県北茨城市 06_改修・リフォーム  

平成29年6月12日 『移住』『空き家・賃貸物件』『求人』 静岡県南伊豆町 02_移住・定住・帰還相談・イベント 03_移住

体験 04_物件情報（公的賃貸住宅等）  

平成29年6月12日 災害町営住宅入居者募集のお知ら

せ 

福島県新地町 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年6月12日 平成29年6月区民住宅（あき家）入居

者募集 

東京都千代田区 04_物件情報（公的賃貸住宅等）  

平成29年6月13日 戸建賃貸住宅家賃補助事業につい

て 

千葉県佐倉市 04_物件情報（公的賃貸住宅等）  

平成29年6月13日 町営住宅の随時募集について 福島県三春町 05_公営住宅の入居募集  

平成29年6月13日 平成29年度第1回市営住宅入居者募

集の抽選結果 

大阪府豊中市 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年6月15日 【7月8日】東京：信州で暮らす、働くフ

ェア（今年最大級の長野県移住大相

談会）に立科町が参加します 

長野県立科町 02_移住・定住・帰還相談・イベント  

平成29年6月15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 02_移住・定住・帰還相談・イベント  

平成29年6月16日 町営住宅等の空き家情報 H29.6.16 島根県邑南町 05_公営住宅の入居募集  

平成29年6月16日 平成２９年度綾川町創業支援事業補

助金の申請を受け付けます！ 

香川県綾川町 01_移住・定住・帰還支援（補助・助成等）  

平成29年6月18日 福祉用具貸与・購入、住宅改修に係

る事業所説明会の実施について【介

護長寿課】 

沖縄県宜野湾市 04_物件情報（公的賃貸住宅等）  

平成29年6月19日 伊予市移住サポートセンター「いより

ん」を開設しました 

愛媛県伊予市 02_移住・定住・帰還相談・イベント  

平成29年6月19日 移住フェア「愛あるえひめ暮らしフェ

アin大阪」の出展について 

愛媛県四国中央

市 

02_移住・定住・帰還相談・イベント  

平成29年6月19日 古民家住宅入居者を募集します 長野県木祖村 04_物件情報（公的賃貸住宅等）  

平成29年6月19日 住宅 申請書一覧 山梨県韮崎市 06_改修・リフォーム  

平成29年6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 04_物件情報（公的賃貸住宅等）  

平成29年6月20日 町営住宅入居者募集について 山形県最上町 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年6月20日 小竹町移住希望者視察経費支援補

助金のご案内 

福岡県小竹町 01_移住・定住・帰還支援（補助・助成等）  

平成29年6月21日 市営住宅募集情報(H29.6.16) 岡山県高梁市 05_公営住宅の入居募集  

平成29年6月21日 平成29年度第1回（6月分）市営住宅

空家募集抽選結果 

千葉県松戸市 05_公営住宅の入居募集  

平成29年6月22日 【県事業】「あおもりUIJターン創業相

談会in東京」の開催について 

青森県十和田市 02_移住・定住・帰還相談・イベント  

平成29年6月22日 移住・定住用中間管理住宅の入居者

を募集します 

高知県四万十町 04_物件情報（公的賃貸住宅等）  

平成29年6月22日 上広川校区での水道工事を支援しま

す！ 

 

福岡県広川町 01_移住・定住・帰還支援（補助・助成等）  
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配信日 タイトル 自治体 支援施策のカテゴリー区分 

平成29年6月23日 応急仮設住宅の補充入居者の募集

について 

熊本県西原村 04_物件情報（公的賃貸住宅等）  

平成29年6月23日 市営住宅入居者募集 栃木県宇都宮市 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年6月23日 首都圏での対話型交流会「ひらかわ 

わ!わ!わ! 移住トーク＠夏編」開催の

お知らせ 

青森県平川市 02_移住・定住・帰還相談・イベント  

平成29年6月23日 町営住宅入居募集について 愛知県美浜町 05_公営住宅の入居募集  

平成29年6月24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 

04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年6月26日 益田市特定優良賃貸住宅入居者募

集 

島根県益田市 04_物件情報（公的賃貸住宅等）  

平成29年6月26日 基山町移住体験住宅 佐賀県基山町 03_移住体験  

平成29年6月26日 市営母子世帯向住宅の入居者を募

集中です 

新潟県新潟市 04_物件情報（公的賃貸住宅等）  

平成29年6月26日 住宅情報 岩手県葛巻町 01_移住・定住・帰還支援（補助・助成等） 

04_物件情報（公的賃貸住宅等）  

平成29年6月26日 第1回東北Ｕ・Ｉターン大相談会に参

加します 

福島県喜多方市 02_移住・定住・帰還相談・イベント  

平成29年6月26日 空き家バンク 広島県大崎上島

町 

02_移住・定住・帰還相談・イベント 04_物件

情報（公的賃貸住宅等）  

平成29年6月27日 『～北海道へ～本気の移住相談会in

東京2017』に出展しました。 

北海道中頓別町 02_移住・定住・帰還相談・イベント  

平成29年6月27日 市営住宅等の指定管理者の募集に

ついて 

広島県三原市 05_公営住宅の入居募集  

平成29年6月27日 市営薬師台住宅入居者募集のご案

内 

茨城県守谷市 04_物件情報（公的賃貸住宅等）  

平成29年6月27日 消費者トラブルニュース 岐阜県瑞浪市 04_物件情報（公的賃貸住宅等）  

平成29年6月27日 第1回東北U・Iターン大相談会に参

加しました 

宮城県白石市 02_移住・定住・帰還相談・イベント  

平成29年6月27日 平成29年度第2回みやぎ移住フェア

&就農・就漁相談会に参加しました 

宮城県白石市 02_移住・定住・帰還相談・イベント  

平成29年6月28日 移住体験住宅利用者（いなか暮らし

支援住宅入居者）募集 

東京都奥多摩町 01_移住・定住・帰還支援（補助・助成等） 

03_移住体験 04_物件情報（公的賃貸住宅

等）  

平成29年6月28日 平成29年度第1回 町営大原住宅入

居者募集 

大阪府熊取町 04_物件情報（公的賃貸住宅等）  

平成29年6月28日 住宅リフォーム促進事業補助金のお

知らせ 

北海道富良野市 04_物件情報（公的賃貸住宅等）  

平成29年6月29日 【就業】伊方町で新規就農を目指

す！ 

愛媛県伊方町 01_移住・定住・帰還支援（補助・助成等）  

平成29年6月29日 ×××応募期間終了××× 町営

住宅入居者募集【募集期間

H29.6.26(月)～H29.7.10(月)】 

秋田県八峰町 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年6月29日 第1回東北U・Iターン大相談会に参

加します 

宮城県白石市 02_移住・定住・帰還相談・イベント  

平成29年6月29日 町営住宅（特定公共賃貸住宅）入居

者募集のお知らせ 

長野県立科町 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年6月29日 町営住宅入居者募集【募集期間

H29.6.26(月)～H29.7.10(月)】 

秋田県八峰町 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年6月29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 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年6月30日 空き家バンク登録物件一覧表 山梨県甲斐市 04_物件情報（公的賃貸住宅等）  

平成29年6月30日 市営住宅（空家）入居者を募集します 埼玉県所沢市 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年6月30日 村営住宅入居者募集 福島県西郷村 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年6月30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 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年6月30日 町営住宅入居者募集案内 栃木県壬生町 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  
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配信日 タイトル 自治体 支援施策のカテゴリー区分 

平成29年6月30日 平成２９年度 市営十軒家住宅入居

者募集 

愛知県瀬戸市 04_物件情報（公的賃貸住宅等）  

平成29年6月30日 佐川町移住体験ツアー『山だ！川

だ！肉だ！自然の中でBBQツアー』

開催します！ 

高知県佐川町 02_移住・定住・帰還相談・イベント 03_移住

体験  

平成29年7月1日 [新着情報]住宅入居者募集のお知ら

せ 

北海道興部町 04_物件情報（公的賃貸住宅等）  

平成29年7月1日 ７月の公営住宅募集情報 大分県宇佐市 05_公営住宅の入居募集  

平成29年7月1日 県営災害公営住宅（釜石市内3団地）

入居者随時募集について 

岩手県 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年7月1日 固定資産税の減額措置制度のお知

らせ 

栃木県壬生町 04_物件情報（公的賃貸住宅等）  

平成29年7月1日 公営住宅の入居者募集 兵庫県南あわじ

市 

04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年7月1日 市営住宅、改良住宅の入居者を募集

します 

山口県岩国市 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年7月1日 市営住宅について（空室情報掲載 7

月） 

北海道赤平市 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年7月1日 市営住宅の入居者７月定期募集 岐阜県下呂市 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年7月1日 市営住宅の入居者を募集します 千葉県香取市 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年7月1日 市営住宅の入居者を募集します。 千葉県我孫子市 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年7月1日 市営住宅等入居者募集 福島県田村市 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年7月3日 【補助金5万円】太陽光や電気自動車

でecoしよう！ 

沖縄県糸満市 04_物件情報（公的賃貸住宅等）  

平成29年7月3日 シェアハウス大町の入居者を募集し

ます 

新潟県上越市 04_物件情報（公的賃貸住宅等）  

平成29年7月3日 移住者を対象に、UIJ支援にいがた

すまいリフォーム助成事業の申請を

受け付けています 

新潟県新潟市 01_移住・定住・帰還支援（補助・助成等） 

06_改修・リフォーム  

平成29年7月3日 笠岡市の市営住宅募集について 岡山県笠岡市 05_公営住宅の入居募集  

平成29年7月3日 空き家バンク登録物件【3物件追加

（売買2件、賃貸1件）】 

栃木県大田原市 04_物件情報（公的賃貸住宅等）  

平成29年7月3日 空き家再生住宅の入居者を募集しま

す。 

鳥取県智頭町 04_物件情報（公的賃貸住宅等）  

平成29年7月3日 災害市営住宅の入居者を募集します 福島県相馬市 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年7月3日 市営住宅入居者募集（継続募集） 岐阜県下呂市 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年7月3日 町営住宅の入居者を募集します 鹿児島県肝付町 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年7月3日 町営住宅補充入居者募集の案内 和歌山県印南町 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年7月3日 不動産無料相談について 岡山県笠岡市 02_移住・定住・帰還相談・イベント  

平成29年7月3日 福島圏域合同移住セミナーを開催し

ました 

福島県桑折町 02_移住・定住・帰還相談・イベント  

平成29年7月3日 福島圏域合同移住フェアに参加しま

した 

宮城県白石市 02_移住・定住・帰還相談・イベント  

平成29年7月3日 平成29年度 市営住宅入居者一斉募

集を開始します 

愛媛県西条市 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年7月3日 ふくしま移住希望者支援交通費補助

金（福島県）のお知らせ 

福島県喜多方市 01_移住・定住・帰還支援（補助・助成等）  

平成29年7月3日 ７月２８日（金曜日）・２９日（土曜日）

移住や職員採用に関する相談会を

開催します！（東京） 

長野県長野市 02_移住・定住・帰還相談・イベント  

平成29年7月3日 お試し移住体験の参加者を募集しま

す。 

 

秋田県にかほ市 03_移住体験  
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配信日 タイトル 自治体 支援施策のカテゴリー区分 

平成29年7月3日 川上中央住宅（子育て世帯向け賃貸

住宅）入居者募集のお知らせ 

岡山県高梁市 04_物件情報（公的賃貸住宅等）  

平成29年7月4日 GO 下市！ 下市町で泊まる・食べ

る・知る 

奈良県下市町 03_移住体験  

平成29年7月4日 市営住宅について 長野県千曲市 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年7月4日 市営住宅の入居者募集 京都府亀岡市 02_移住・定住・帰還相談・イベント 04_物件

情報（公的賃貸住宅等） 05_公営住宅の入

居募集  

平成29年7月4日 市営住宅入居者を募集（応募期限は

7月20日） 

広島県江田島市 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年7月4日 町営一般賃貸住宅「向河原団地」の

入居募集について 

宮崎県木城町 04_物件情報（公的賃貸住宅等）  

平成29年7月4日 都営住宅入居者募集 東京都羽村市 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年7月4日 平成２９年度 中間管理住宅 入居

者募集のお知らせ 

高知県中土佐町 04_物件情報（公的賃貸住宅等）  

平成29年7月4日 ９月１６日（土曜日）、１７日（日曜日） 

「ぐるっとながの移住体験ツアー’１７

第１弾」開催決定！ 

長野県長野市 02_移住・定住・帰還相談・イベント 03_移住

体験  

平成29年7月4日 移住体験ツアースケジュール 新潟県上越市 03_移住体験  

平成29年7月4日 新規出店事業者募集 大阪府柏原市 04_物件情報（公的賃貸住宅等）  

平成29年7月4日 災害公営住宅入居者健康調査結果 宮城県 04_物件情報（公的賃貸住宅等）  

平成29年7月4日 応急仮設住宅等入居者健康調査結

果 

宮城県 04_物件情報（公的賃貸住宅等）  

平成29年7月5日 移住を考えている方へ(相談会のお

知らせ) 

山梨県笛吹市 02_移住・定住・帰還相談・イベント  

平成29年7月5日 佐世保市移住就業支援助成金のご

案内 

長崎県佐世保市 01_移住・定住・帰還支援（補助・助成等）  

平成29年7月5日 市営住宅入居者募集のお知らせ 島根県浜田市 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年7月5日 正面住宅団地入居者募集について 新潟県津南町 04_物件情報（公的賃貸住宅等）  

平成29年7月5日 村営住宅入居者募集のお知らせ 北海道留寿都村 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年7月5日 第１回 東北U・Iターン大相談会 岩手県葛巻町 02_移住・定住・帰還相談・イベント  

平成29年7月5日 町営住宅入居者募集について 新潟県津南町 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年7月5日 「幸せ実感瑞浪住ま居る券」 6月1日

（木曜日）より販売中です 

岐阜県瑞浪市 04_物件情報（公的賃貸住宅等）  

平成29年7月6日 [重要なお知らせ新着情報]住宅用分

譲地購入者募集のお知らせについ

て 

北海道占冠村 04_物件情報（公的賃貸住宅等）  

平成29年7月6日 7/23（日）開催「第１回 東北U･Iター

ン大相談会」に参加します！ 

岩手県北上市 02_移住・定住・帰還相談・イベント  

平成29年7月6日 にかほ市多世帯同居奨励金につい

て 

秋田県にかほ市 01_移住・定住・帰還支援（補助・助成等）  

平成29年7月6日 移住を考えている方へ(オール山梨

移住セミナー&相談会のお知らせ) 

山梨県笛吹市 02_移住・定住・帰還相談・イベント  

平成29年7月6日 空き家物件情報 福岡県行橋市 04_物件情報（公的賃貸住宅等）  

平成29年7月6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 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年7月6日 市営住宅の入居者を募集します（平

成29年10月2日入居） 

茨城県常総市 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年7月6日 町営住宅の入居者を募集しています 鹿児島県さつま

町 

04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年7月6日 町営住宅の入居募集について 岩手県矢巾町 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年7月6日 町営住宅入居者募集 

 

 

熊本県益城町 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  
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配信日 タイトル 自治体 支援施策のカテゴリー区分 

平成29年7月6日 特定優良賃貸住宅（清水屋レジデン

ス）の募集案内 

福島県いわき市 04_物件情報（公的賃貸住宅等）  

平成29年7月6日 空き家改修費の補助制度を変更しま

した！ 

長崎県西海市 06_改修・リフォーム  

平成29年7月7日 2017年全日本ダートトライアル選手権

第6戦ダートスプリントin門前 

石川県輪島市 02_移住・定住・帰還相談・イベント  

平成29年7月7日 ７月の市営住宅の募集状況 大分県国東市 05_公営住宅の入居募集  

平成29年7月7日 オール山梨{移住セミナー&相談会}

やまなし参観日 

山梨県中央市 02_移住・定住・帰還相談・イベント  

平成29年7月7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 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年7月7日 市営住宅管理・入居者募集 愛知県豊田市 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年7月7日 町営住宅空き家入居抽選会【定期募

集】を行います 

福岡県添田町 05_公営住宅の入居募集  

平成29年7月7日 飯山市の住まい情報 長野県飯山市 04_物件情報（公的賃貸住宅等）  

平成29年7月8日 平成29年5月区営住宅入居者公募抽

選結果 

東京都新宿区 04_物件情報（公的賃貸住宅等）  

平成29年7月8日 平成29年6月特定住宅入居者公募抽

選結果 

東京都新宿区 04_物件情報（公的賃貸住宅等）  

平成29年7月10日 公営住宅への入居者の募集状況に

ついて 

兵庫県相生市 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年7月10日 高齢者等の民間賃貸住宅への円滑

な入居 

千葉県我孫子市 04_物件情報（公的賃貸住宅等）  

平成29年7月10日 市営住宅の入居者を募集します。 兵庫県朝来市 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年7月10日 市営住宅の入居募集日程をお知ら

せします 

鹿児島県霧島市 05_公営住宅の入居募集  

平成29年7月10日 市営住宅の募集について（平成29年

8月） 

愛知県西尾市 05_公営住宅の入居募集  

平成29年7月10日 市有地の売払いについて（公募先着

順） 

北海道函館市 04_物件情報（公的賃貸住宅等）  

平成29年7月10日 町営住宅入居者の募集について（7

月） 

北海道日高町 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年7月10日 町営住宅入居者募集について 秋田県井川町 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年7月10日 南国市空き家活用住宅の入居者を

募集します 

高知県南国市 04_物件情報（公的賃貸住宅等）  

平成29年7月10日 網走市大空町定住自立圏共生ビジョ

ン懇談会 委員募集 

北海道大空町 02_移住・定住・帰還相談・イベント  

平成29年7月10日 市有財産売払い媒介制度のご案内 北海道函館市 04_物件情報（公的賃貸住宅等）  

平成29年7月11日 「お試し居住」利用者随時募集中！ 岩手県雫石町 03_移住体験  

平成29年7月11日 愛媛県U・Iターン個別転職相談会の

開催について 

愛媛県 02_移住・定住・帰還相談・イベント  

平成29年7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 02_移住・定住・帰還相談・イベント  

平成29年7月11日 区営住宅のあき家入居登録者を募集

します 

東京都墨田区 05_公営住宅の入居募集  

平成29年7月11日 空き家バンク登録物件一覧 徳島県海陽町 04_物件情報（公的賃貸住宅等）  

平成29年7月11日 空き家情報 岩手県住田町 02_移住・定住・帰還相談・イベント 04_物件

情報（公的賃貸住宅等）  

平成29年7月11日 県営住宅入居者募集(平成29年7月) 兵庫県たつの市 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年7月11日 県営住宅入居者募集の御案内 広島県 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年7月11日 佐用町滞在型体験事業「佐用にきて

ーな」を随時実施しています。 

兵庫県佐用町 02_移住・定住・帰還相談・イベント 03_移住

体験  

平成29年7月11日 市営住宅（空き住宅）募集 山口県宇部市 05_公営住宅の入居募集  

平成29年7月11日 先着順により県営住宅の入居者を募

集します 

 

愛知県 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  
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配信日 タイトル 自治体 支援施策のカテゴリー区分 

平成29年7月11日 抽選により県営住宅の入居者を募集

します 

愛知県 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年7月11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 04_物件情報（公的賃貸住宅等）  

平成29年7月12日 「吉田第2住宅」、「那留住宅」の入居

者募集 

岐阜県郡上市 04_物件情報（公的賃貸住宅等）  

平成29年7月12日 県営住宅について [建築住宅課 7

月4日] 

青森県 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年7月12日 市営住宅 秋田県北秋田市 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年7月12日 市営住宅入居者募集中（７月号）｜

各課のしごと｜秋田県北秋田市 

秋田県北秋田市 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年7月12日 東京でふるさとおぢやUターン交流会

を開催します 

新潟県小千谷市 02_移住・定住・帰還相談・イベント  

平成29年7月12日 平成２９年度 市営住宅入居者募集

について 

徳島県吉野川市 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年7月12日 「福島県多世代同居・近居推進事業」

の第一回抽選結果のお知らせ 

福島県 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 06_改修・

リフォーム  

平成29年7月12日 公営住宅維持管理員（非常勤職員）

募集 

新潟県上越市 05_公営住宅の入居募集  

平成29年7月13日 【新潟県】 新潟U・Iターン転職フェア 

開催 

新潟県魚沼市 02_移住・定住・帰還相談・イベント  

平成29年7月13日 お試し移住体験 秋田県大仙市 01_移住・定住・帰還支援（補助・助成等） 

03_移住体験  

平成29年7月13日 まちなか居住促進助成（引っ越し助

成）について 

北海道富良野市 04_物件情報（公的賃貸住宅等）  

平成29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 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年7月13日 公営住宅の入居者を募集しています 北海道小清水町 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年7月13日 公営住宅等入居者定期募集（忠類地

域）｜くらし・手続き｜幕別町 

北海道幕別町 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年7月13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 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年7月13日 山形県飯豊町／定住促進住宅「いい

でハイツ」入居者募集について 

山形県飯豊町 04_物件情報（公的賃貸住宅等）  

平成29年7月13日 山都町営住宅の入居者を募集しま

す。（8月1日から8月14日） 

熊本県山都町 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年7月13日 市営住宅の入居者を募集します

（7/13～8/1） 

岩手県八幡平市 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年7月13日 大蔵村子育て支援住宅「どんぐり」入

居者募集！ 

山形県大蔵村 04_物件情報（公的賃貸住宅等）  

平成29年7月13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 04_物件情報（公的賃貸住宅等）  

平成29年7月13日 特定市営住宅の入居者の募集につ

いて 

茨城県水戸市 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年7月13日 職員採用情報 長野県阿南町 05_公営住宅の入居募集  

平成29年7月14日 [お知らせ]移住者交流会の参加者を

募集 

北海道深川市 02_移住・定住・帰還相談・イベント  

平成29年7月14日 [新着情報]移る夢深川 平成29年度

の主な活動内容 

北海道深川市 02_移住・定住・帰還相談・イベント  

平成29年7月14日 [新着情報]空き家・空き地バンク 納

内地区賃貸住宅物件番号005、006

を掲載しました。 

北海道深川市 04_物件情報（公的賃貸住宅等）  

平成29年7月14日 [新着情報お知らせ]美深町移住体験

のお知らせ 

北海道美深町 03_移住体験  

平成29年7月14日 7/31まで！町営住宅の入居者を募

集します 

岡山県久米南町 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年7月14日 空き家情報 

 

 

岩手県雫石町 02_移住・定住・帰還相談・イベント 04_物件

情報（公的賃貸住宅等）  
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配信日 タイトル 自治体 支援施策のカテゴリー区分 

平成29年7月14日 市営住宅として活用するための民間

集合住宅を募集 

京都府綾部市 05_公営住宅の入居募集  

平成29年7月14日 市営住宅のご案内（８月定期募集） 長野県大町市 05_公営住宅の入居募集  

平成29年7月14日 市営住宅入居者を募集（今市・ナゴ

キ団地） 

兵庫県宍粟市 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年7月14日 市営住宅入居者募集 京都府南丹市 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年7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 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年7月14日 大阪暮らしの魅力を発見！！ ～グ

ランフロント大阪で、移住・定住イベン

トを開催します～ 

大阪府 02_移住・定住・帰還相談・イベント  

平成29年7月14日 町営住宅入居者募集 長野県富士見町 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年7月14日 町営住宅入居募集 宮城県涌谷町 05_公営住宅の入居募集  

平成29年7月14日 栃木県県営住宅（矢板・大田原地区）

の指定管理者の募集について 

栃木県 05_公営住宅の入居募集  

平成29年7月14日 内陸部における災害公営住宅の仮

入居募集（第3回）について 

岩手県 05_公営住宅の入居募集  

平成29年7月14日 南町高齢者住宅入居者募集 福島県三春町 04_物件情報（公的賃貸住宅等）  

平成29年7月14日 別府に移住された方の体験談を更新

しました 

大分県別府市 03_移住体験  

平成29年7月14日 緑ヶ丘コミセンのまちづくり拠点事業 

歴史講座「八尾の戦争遺跡と大阪の

防空体制」参加者募集 

大阪府八尾市 02_移住・定住・帰還相談・イベント  

平成29年7月14日 地元で暮らそう！働こう！～8/11(祝)

西海市企業説明会・面談会 

長崎県西海市 02_移住・定住・帰還相談・イベント  

平成29年7月14日 新築借上型市営住宅の事業者を募

集 

京都府綾部市 05_公営住宅の入居募集  

平成29年7月14日 職員採用情報 長野県阿南町 05_公営住宅の入居募集  

平成29年7月15日 空き家バンク - まちづくり 福島県南会津町 01_移住・定住・帰還支援（補助・助成等） 

04_物件情報（公的賃貸住宅等） 06_改修・

リフォーム  

平成29年7月15日 町営ウイングガーデン山辺住宅入居

者募集のお知らせ 

山形県山辺町 04_物件情報（公的賃貸住宅等）  

平成29年7月16日 若者定住応援住宅入居者募集 東京都奥多摩町 04_物件情報（公的賃貸住宅等）  

平成29年7月16日 都営住宅の入居者を募集(平成29年

8月) 

東京都三鷹市 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年7月17日 町営上賀茂住宅の入居者募集中!! 静岡県南伊豆町 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年7月17日 民間賃貸住宅借り上げ 福岡県朝倉市 04_物件情報（公的賃貸住宅等）  

平成29年7月18日 ８月１９日（土曜日）「ぐるっとながの無

料移住相談会’１７夏」開催決定！

（東京） 

長野県長野市 02_移住・定住・帰還相談・イベント  

平成29年7月18日 移住ワンストップ窓口・ちょっと暮らし

(移住定住体験住宅) 

北海道池田町 03_移住体験  

平成29年7月18日 残り３区画！『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 01_移住・定住・帰還支援（補助・助成等）  

平成29年7月18日 市営住宅 入居者募集 島根県益田市 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年7月18日 市営住宅（空家）の入居者募集の抽

選結果（平成29年6月） 

千葉県船橋市 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年7月18日 市営住宅７月期常時募集一覧 広島県三原市 05_公営住宅の入居募集  

平成29年7月18日 市営住宅入居者を募集します 千葉県袖ケ浦市 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年7月18日 市営住宅入居募集 茨城県古河市 05_公営住宅の入居募集  

平成29年7月18日 市営住宅募集します 愛知県刈谷市 05_公営住宅の入居募集  

平成29年7月18日 新知名Ａ団地、田皆第二団地の入居

者募集について 

 

鹿児島県知名町 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  
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配信日 タイトル 自治体 支援施策のカテゴリー区分 

平成29年7月18日 町営住宅（入居者募集中） 群馬県板倉町 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年7月18日 町営住宅の入居者募集について（7

月14日登録） 

北海道長沼町 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年7月18日 平成29年度 定住促進住宅入居者

募集 

山形県新庄市 04_物件情報（公的賃貸住宅等）  

平成29年7月18日 平成２９年度市営住宅補欠登録者募

集のお知らせ 

埼玉県朝霞市 05_公営住宅の入居募集  

平成29年7月18日 名張市若者移住定住チャレンジ支援

事業 

三重県名張市 01_移住・定住・帰還支援（補助・助成等）  

平成29年7月18日 福島県定住・二地域居住推進モデル

事業補助金の募集について 

福島県 01_移住・定住・帰還支援（補助・助成等）  

平成29年7月18日 空き家バンク 広島県大崎上島

町 

02_移住・定住・帰還相談・イベント 04_物件

情報（公的賃貸住宅等）  

平成29年7月18日 「おいでや！いなか暮らしフェア」に

椎葉村も出展します! - 地域振興課 

宮崎県椎葉村 02_移住・定住・帰還相談・イベント 03_移住

体験  

平成29年7月18日 魅力体感！とくしま移住体験ツアー

について 

徳島県 02_移住・定住・帰還相談・イベント 03_移住

体験  

平成29年7月18日 【移住体験ツアー】とくしまの伝統産

業と新しい働き方を学ぶ（西部圏域） 

徳島県 02_移住・定住・帰還相談・イベント 03_移住

体験  

平成29年7月18日 企業向け住宅入居者募集について 北海道池田町 04_物件情報（公的賃貸住宅等）  

平成29年7月18日 高齢者向け地域優良賃貸住宅の事

業者募集について 

神奈川県横浜市 04_物件情報（公的賃貸住宅等）  

平成29年7月18日 平川市木造住宅耐震リフォーム促進

支援事業 

青森県平川市 04_物件情報（公的賃貸住宅等）  

平成29年7月18日 【１】 登録から契約まで 鹿児島県南九州

市 

04_物件情報（公的賃貸住宅等）  

平成29年7月19日 7/23(日）東北U・Iターン大相談会に

河北町も参加します！！＼東北で見

つける！新しい生き方・働き方／ 

山形県河北町 02_移住・定住・帰還相談・イベント  

平成29年7月19日 お試し移住体験 秋田県大仙市 01_移住・定住・帰還支援（補助・助成等） 

03_移住体験  

平成29年7月19日 市営住宅入居者を募集します 京都府南丹市 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年7月19日 市町村営住宅一時入居および民間

賃貸住宅借り上げ 

福岡県朝倉市 04_物件情報（公的賃貸住宅等）  

平成29年7月19日 第４7回きのくに人材Uターンフェアの

開催について 

和歌山県橋本市 02_移住・定住・帰還相談・イベント  

平成29年7月19日 町営住宅（公営住宅等）入居者募集

のお知らせ 

長野県立科町 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年7月19日 町営住宅入居者募集について 滋賀県日野町 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年7月19日 町営住宅武庫団地 入居者再募集 鳥取県江府町 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年7月19日 八溝山周辺道の駅等を巡るスタンプ

ラリー 

栃木県大田原市 02_移住・定住・帰還相談・イベント  

平成29年7月19日 求人情報（ハローワーク）を更新しま

した。 

秋田県にかほ市 01_移住・定住・帰還支援（補助・助成等）  

平成29年7月19日 【参加企業決定】８月１４日「ＵＩＪター

ン希望者・新規大卒者等合同企業面

接会」開催！ 

大分県 02_移住・定住・帰還相談・イベント  

平成29年7月20日 ＜予告＞市営住宅の入居者を募集

します【平成２９年８月常時公募】（都

市整備局住宅政策課） 

広島県広島市 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年7月20日 ３つの支援「移住生活 はじまる」 北海道歌志内市 01_移住・定住・帰還支援（補助・助成等）  

平成29年7月20日 おおなんライフお試しツアー ～プチ

自給自足版～ 開催のお知らせ 

島根県邑南町 02_移住・定住・帰還相談・イベント 03_移住

体験  

平成29年7月20日 ふるさと回帰フェア2017(大阪7月29

日・東京9月10日開催)に小林市の移

住相談ブースを設けます！ 

宮崎県小林市 02_移住・定住・帰還相談・イベント  

平成29年7月20日 移住体験住宅 北海道礼文町 03_移住体験  
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配信日 タイトル 自治体 支援施策のカテゴリー区分 

平成29年7月20日 市営住宅入居者募集（平成29年8月

分） 

兵庫県丹波市 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年7月20日 市営住宅入居者募集のご案内 栃木県栃木市 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年7月20日 市営住宅入居者募集の選考・抽選結

果 

京都府宇治市 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年7月20日 町営住宅入居者選考委員会 北海道大空町 04_物件情報（公的賃貸住宅等）  

平成29年7月20日 特定公共賃貸住宅（スカイハイツ）入

居者募集のご案内 

栃木県栃木市 04_物件情報（公的賃貸住宅等）  

平成29年7月20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 04_物件情報（公的賃貸住宅等）  

平成29年7月20日 ひろびろ広島くらしフェアに出展しま

す 

広島県大崎上島

町 

02_移住・定住・帰還相談・イベント  

平成29年7月21日 ぐるっとながの無料移住相談会'17夏

のご案内（PDF） 

長野県坂城町 02_移住・定住・帰還相談・イベント  

平成29年7月21日 空き家バンク - まちづくり 福島県南会津町 01_移住・定住・帰還支援（補助・助成等） 

04_物件情報（公的賃貸住宅等） 06_改修・

リフォーム  

平成29年7月21日 熊取町営住宅入居者募集受付終了

のお知らせ 

大阪府熊取町 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年7月21日 港町特定公共賃貸住宅 入居者募

集中 

新潟県上越市 04_物件情報（公的賃貸住宅等）  

平成29年7月21日 市営住宅入居者を随時募集します 兵庫県朝来市 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年7月21日 青森県で創業（ＵＩＪターン）をお考え

の人向け相談会in東京 

青森県おいらせ

町 

02_移住・定住・帰還相談・イベント  

平成29年7月21日 町営住宅等の空き家情報 H29.7.21 島根県邑南町 05_公営住宅の入居募集  

平成29年7月21日 賃貸住宅入居のご案内 新潟県上越市 04_物件情報（公的賃貸住宅等）  

平成29年7月21日 特定公共賃貸住宅入居のご案内 新潟県上越市 04_物件情報（公的賃貸住宅等）  

平成29年7月21日 平成29年6月区民住宅・借上型区民

住宅（あき家）入居者募集抽選結果 

東京都千代田区 04_物件情報（公的賃貸住宅等）  

平成29年7月21日 【参加者募集】若者の定住と働き方を

考える地域円卓会議in宜野湾市の開

催について 

沖縄県宜野湾市 02_移住・定住・帰還相談・イベント  

平成29年7月21日 「ニッポン全国ふるさと市場」への出

店ついて 

青森県十和田市 02_移住・定住・帰還相談・イベント  

平成29年7月22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 02_移住・定住・帰還相談・イベント  

平成29年7月22日 平成29年8月?都営住宅入居者募集 東京都稲城市 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年7月22日 平成29年8月都営住宅の入居者募集 東京都葛飾区 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年7月24日 喜多方市移住体験住宅利用者募集 福島県喜多方市 03_移住体験  

平成29年7月24日 公営住宅入居申込について（８月募

集） 

北海道北見市 05_公営住宅の入居募集  

平成29年7月24日 市営住宅募集情報（H29.7.21） 岡山県高梁市 05_公営住宅の入居募集  

平成29年7月24日 第13回 ふるさと回帰フェア2017 福島県喜多方市 02_移住・定住・帰還相談・イベント  

平成29年7月24日 町営住宅入居者募集 島根県邑南町 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年7月24日 民間賃貸（教職員）住宅建設助成支

援事業 

北海道遠別町 01_移住・定住・帰還支援（補助・助成等） 

04_物件情報（公的賃貸住宅等）  

平成29年7月24日 『南伊勢町で田舎満喫体験！』参加

者募集について 

三重県南伊勢町 02_移住・定住・帰還相談・イベント 03_移住

体験  

平成29年7月24日 平成２９年度 住宅用太陽光発電シ

ステム導入費補助制度のお知らせ

（二次募集） 

北海道北見市 04_物件情報（公的賃貸住宅等）  

平成29年7月25日 【移住相談会情報】7月～9月 縁あっ

ていといがわ暮らし 

新潟県糸魚川市 02_移住・定住・帰還相談・イベント  

平成29年7月25日 【新着情報】公営住宅等の入居者を

募集します。 

北海道幌延町 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  
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配信日 タイトル 自治体 支援施策のカテゴリー区分 

平成29年7月25日 いわき市市営住宅等指定管理者の

募集について 

福島県いわき市 05_公営住宅の入居募集  

平成29年7月25日 移住者交流会の開催 静岡県伊豆の国

市 

02_移住・定住・帰還相談・イベント  

平成29年7月25日 移住相談窓口・移住支援プログラム 鹿児島県徳之島

町 

01_移住・定住・帰還支援（補助・助成等） 

02_移住・定住・帰還相談・イベント 03_移住

体験  

平成29年7月25日 県営住宅（支援対象避難者向け）入

居募集のご案内（平成２９年７月２５日

更新） 

福島県 05_公営住宅の入居募集  

平成29年7月25日 県営住宅入居募集のご案内（平成２

９年７月２５日更新） 

福島県 05_公営住宅の入居募集  

平成29年7月25日 公営住宅募集のお知らせ 高知県芸西村 05_公営住宅の入居募集  

平成29年7月25日 市営住宅の８月募集団地 長野県長野市 05_公営住宅の入居募集  

平成29年7月25日 市営住宅の８月募集入居申し込み方

法 

長野県長野市 05_公営住宅の入居募集  

平成29年7月25日 市営住宅の入居者募集 福岡県飯塚市 02_移住・定住・帰還相談・イベント 04_物件

情報（公的賃貸住宅等） 05_公営住宅の入

居募集  

平成29年7月25日 市営住宅入居者募集 栃木県宇都宮市 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年7月25日 住宅ローン『フラット３５』地域活性化

型による支援について 

秋田県羽後町 01_移住・定住・帰還支援（補助・助成等）  

平成29年7月25日 町営住宅入居募集について 愛知県美浜町 05_公営住宅の入居募集  

平成29年7月25日 都営住宅の入居者を募集します 東京都目黒区 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年7月25日 平成29年8月都営住宅の入居者募集 東京都立川市 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年7月25日 平成29年度第2回空家募集のご案内

（市営住宅） 

福島県会津若松

市 

04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年7月25日 移住体験ツアー 長野県飯綱町 03_移住体験  

平成29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 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年7月26日 市営住宅の入居者募集（8月） 山口県下関市 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年7月26日 市営住宅入居者定期募集抽選結果 愛知県豊川市 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年7月26日 町営住宅入居者募集 愛媛県鬼北町 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年7月26日 都営住宅の入居者を募集します 東京都東久留米

市 

04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年7月26日 平成29年8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 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年7月26日 平成29年度鳴門市臨時的任用職員

（市営住宅等維持管理補助・作業員）

募集案内について 

徳島県鳴門市 05_公営住宅の入居募集  

平成29年7月27日 [新着情報]空き家・空き地バンク 音

江地区賃貸アパート物件番号008を

掲載しました。 

北海道深川市 04_物件情報（公的賃貸住宅等）  

平成29年7月27日 【7/23】東北U・Iターン大相談会 開

催レポート 

山形県尾花沢市 02_移住・定住・帰還相談・イベント  

平成29年7月27日 8月6日「くまもとおためし暮らし特集」

くまもと移住相談会のお知らせ 

熊本県 02_移住・定住・帰還相談・イベント  

平成29年7月27日 ぐるっとながの無料移住相談会’17夏 長野県飯綱町 02_移住・定住・帰還相談・イベント  

平成29年7月27日 移住支援 岐阜県多治見市 01_移住・定住・帰還支援（補助・助成等）  

平成29年7月27日 市営住宅の入居募集について 北海道美唄市 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年7月27日 市営住宅の募集日程をお知らせしま

す 

 

長崎県大村市 05_公営住宅の入居募集  
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配信日 タイトル 自治体 支援施策のカテゴリー区分 

平成29年7月27日 市営住宅入居者募集 公開抽せん

結果 

東京都府中市 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年7月27日 市営住宅入居者募集(8月募集) 愛媛県八幡浜市 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年7月27日 町営住宅の入居者募集！ 岐阜県揖斐川町 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年7月27日 被災者向け優良賃貸住宅の特例が

受けられます（優良賃貸住宅復興特

区） 

岩手県 04_物件情報（公的賃貸住宅等）  

平成29年7月27日 平成29年8月都営住宅入居者募集 東京都小金井市 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年7月27日 米子市空き家情報バンク 賃貸希望

物件 

鳥取県米子市 04_物件情報（公的賃貸住宅等）  

平成29年7月28日 [新着情報]公営住宅等入居者を募

集しています 

北海道美深町 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年7月28日 岩手県U・Iターンフェア（秋葉原） 岩手県 02_移住・定住・帰還相談・イベント  

平成29年7月28日 基山町中心市街地活性化基本計画

策定に伴う意見交換会及び特別用

途地区に関する説明会を開催します 

佐賀県基山町 02_移住・定住・帰還相談・イベント  

平成29年7月28日 空き家バンク登録物件【物件13：価格

引き下げ、1物件成約】 

栃木県大田原市 04_物件情報（公的賃貸住宅等）  

平成29年7月28日 市営住宅入居者募集 京都府綾部市 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年7月28日 市営住宅入居者募集 栃木県那須烏山

市 

04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年7月28日 都営住宅の入居者募集 東京都東村山市 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年7月28日 平成29年度大東市営住宅入居者募

集住宅一覧 

大阪府大東市 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年7月28日 平成29年度入居者募集について 大阪府大東市 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年7月28日 里山体験移住ツアー参加者を募集し

ます 

新潟県新潟市 03_移住体験  

平成29年7月28日 子育て世帯のUターン支援について 京都府亀岡市 01_移住・定住・帰還支援（補助・助成等）  

平成29年7月29日 和紙に関するワークスタイルを体験し

ながら学ぶ 

富山県南砺市 02_移住・定住・帰還相談・イベント 03_移住

体験  

平成29年7月31日 「貝塚市営住宅の有効活用による官

民連携事業」の特定事業の選定及び

募集要項の公表について 

大阪府貝塚市 05_公営住宅の入居募集  

平成29年7月31日 「吉田第2住宅」、「那留住宅」の入居

者募集 

岐阜県郡上市 04_物件情報（公的賃貸住宅等）  

平成29年7月31日 【今週末開催！】ふるさと鳥取市移住

相談会 in 麒麟のまち（8月5日（土）） 

鳥取県鳥取市 02_移住・定住・帰還相談・イベント  

平成29年7月31日 【三笠市移住定住情報】第2回移住者

交流会「みかさぐらし♪交流カフェ」

開催結果 

北海道三笠市 02_移住・定住・帰還相談・イベント  

平成29年7月31日 Ｕターン予定者への就農相談会開催 長崎県時津町 02_移住・定住・帰還相談・イベント  

平成29年7月31日 ぐんま暮らし支援（移住支援） 群馬県 01_移住・定住・帰還支援（補助・助成等）  

平成29年7月31日 空き家バンク（購入） 京都府亀岡市 04_物件情報（公的賃貸住宅等）  

平成29年7月31日 県営・町営住宅入居者募集（H29年8

月分） 

大分県日出町 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年7月31日 高校生のいる民間賃貸住宅に住む

ひとり親家庭等の家賃の一部を助成

します 

東京都日野市 04_物件情報（公的賃貸住宅等）  

平成29年7月31日 子育て応援住宅入居者募集！ 山形県真室川町 04_物件情報（公的賃貸住宅等）  

平成29年7月31日 子育て応援住宅入居者募集！ 締

切間近 

山形県真室川町 04_物件情報（公的賃貸住宅等）  

平成29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 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年7月31日 市営住宅の入居者募集について 富山県砺波市 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  
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配信日 タイトル 自治体 支援施策のカテゴリー区分 

平成29年7月31日 市営住宅等の入居者募集！！ 滋賀県高島市 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年7月31日 市営住宅入居者を随時募集 兵庫県宍粟市 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年7月31日 市営住宅入居者募集（８月分） 兵庫県養父市 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年7月31日 第６回島の暮らし体験（定住促進事

業）について（外部サイト） 

東京都大島町 03_移住体験  

平成29年7月31日 町営住宅等入居募集します｜くらし

の情報｜北海道清里町 

北海道清里町 05_公営住宅の入居募集  

平成29年7月31日 町営住宅入居者募集 岡山県奈義町 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年7月31日 定住促進住宅「センタービレッジ奈

義」入居者募集 

岡山県奈義町 04_物件情報（公的賃貸住宅等）  

平成29年7月31日 東京等で広島県へのUIJターン転職

相談会を開催！ 

広島県 02_移住・定住・帰還相談・イベント  

平成29年7月31日 塙町営住宅入居者の公募について 福島県塙町 04_物件情報（公的賃貸住宅等）  

平成29年7月31日 美唄市営住宅のご案内 北海道美唄市 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年7月31日 平成29年8月分市営住宅一般募集物

件一覧 

福島県郡山市 05_公営住宅の入居募集  

平成29年7月31日 平成29年8月分市営住宅優先募集物

件一覧 

福島県郡山市 05_公営住宅の入居募集  

平成29年7月31日 防府市営住宅入居者募集のお知ら

せ(平成29年8月分) 

山口県防府市 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年7月31日 [お知らせ]移住希望者を対象とした

無料職業紹介事業を開始 

北海道深川市 01_移住・定住・帰還支援（補助・助成等）  

平成29年7月31日 しそう移住体験ツアー参加者募集中 兵庫県宍粟市 03_移住体験  

平成29年8月1日 「10月１日入居」市営住宅入居者募

集 

岩手県北上市 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年8月1日 【8/10まで】市営住宅募集情報 鳥取県倉吉市 05_公営住宅の入居募集  

平成29年8月1日 【募集】8月分の市営住宅入居者を募

集します 

福島県南相馬市 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年8月1日 【募集】災害公営住宅 空き住戸の入

居者を募集します 

福島県南相馬市 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年8月1日 10月15日（日曜日）東京で移住相談

会を開催します 

大分県 02_移住・定住・帰還相談・イベント  

平成29年8月1日 2017.08.01 平成29年度 8月 市営

住宅入居者募集 

静岡県富士宮市 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年8月1日 2017年（平成29年）8月市営住宅募集 埼玉県戸田市 05_公営住宅の入居募集  

平成29年8月1日 2017年8月栗原市営住宅入居者募集 宮城県栗原市 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年8月1日 ８月の公営住宅募集情報 大分県宇佐市 05_公営住宅の入居募集  

平成29年8月1日 8月分 市営住宅公募について 徳島県鳴門市 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年8月1日 愛あるえひめ暮らしフェアの開催につ

いて 

愛媛県 02_移住・定住・帰還相談・イベント  

平成29年8月1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 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年8月1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 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29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（火曜日）～8月15日

（火曜日）】 

新潟県燕市 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年8月1日 公営住宅等入居者募集 山形県朝日町 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年8月1日 高校生のいる民間賃貸住宅に住む

ひとり親家庭等の家賃の一部を助成

します 

 

東京都日野市 04_物件情報（公的賃貸住宅等）  
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配信日 タイトル 自治体 支援施策のカテゴリー区分 

平成29年8月1日 市営・特定公共賃貸住宅・受託県営

住宅の募集について 

鳥取県倉吉市 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年8月1日 市営住宅（公営住宅）の入居者募集

案内 

滋賀県草津市 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年8月1日 市営住宅・道営住宅の入居者を募集

します 

北海道伊達市 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年8月1日 市営住宅などの入居者を募集（随

時） 

岐阜県恵那市 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年8月1日 市営住宅について 長野県千曲市 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年8月1日 市営住宅について（空室情報掲載 8

月） 

北海道赤平市 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年8月1日 市営住宅の入居者８月定期募集 岐阜県下呂市 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年8月1日 市営住宅の入居者の公募について

（申込期限：平成29年8月31日(木)午

後5時まで） 

岐阜県羽島市 04_物件情報（公的賃貸住宅等）  

平成29年8月1日 市営住宅の入居者を随時募集します 埼玉県加須市 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年8月1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 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年8月1日 市営住宅の入居者を募集します【平

成２９年８月常時公募】（都市整備局

住宅政策課） 

広島県広島市 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年8月1日 市営住宅の入居者を募集します【平

成２９年８月定期公募】（都市整備局

住宅政策課） 

広島県広島市 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年8月1日 市営住宅の入居者随時募集 福井県敦賀市 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年8月1日 市営住宅の入居者募集 栃木県さくら市 02_移住・定住・帰還相談・イベント 04_物件

情報（公的賃貸住宅等） 05_公営住宅の入

居募集  

平成29年8月1日 市営住宅の入居者募集 福島県須賀川市 02_移住・定住・帰還相談・イベント 04_物件

情報（公的賃貸住宅等） 05_公営住宅の入

居募集  

平成29年8月1日 市営住宅の入居者募集（８月募集） 山口県萩市 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年8月1日 市営住宅の募集案内 長野県松本市 05_公営住宅の入居募集  

平成29年8月1日 市営住宅等の指定管理者の募集に

ついて 

兵庫県芦屋市 05_公営住宅の入居募集  

平成29年8月1日 市営住宅等入居者募集 岩手県久慈市 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年8月1日 市営住宅入居者を募集します 長崎県南島原市 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年8月1日 市営住宅入居者を募集します 福島県二本松市 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年8月1日 市営住宅入居者を募集します 兵庫県淡路市 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年8月1日 市営住宅入居者定期募集について 福島県喜多方市 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年8月1日 市営住宅入居者募集 愛知県知多市 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年8月1日 市営住宅入居者募集 京都府向日市 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年8月1日 市営住宅入居者募集 北海道歌志内市 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年8月1日 市営住宅入居者募集（平成29年8月

募集） 

山口県長門市 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年8月1日 市営住宅入居者募集について 

 

 

千葉県富津市 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  
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平成29年8月1日 市営住宅入居者募集中（８月 第１回

目）｜各課のしごと｜秋田県北秋田

市 

秋田県北秋田市 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年8月1日 市営住宅入居募集 滋賀県野洲市 05_公営住宅の入居募集  

平成29年8月1日 市営住宅募集 千葉県茂原市 05_公営住宅の入居募集  

平成29年8月1日 千曲市三世代同居近居促進事業補

助金のご案内 

長野県千曲市 04_物件情報（公的賃貸住宅等）  

平成29年8月1日 大崎上島町定住促進住宅用地「沖浦

団地」の分譲情報 

広島県大崎上島

町 

04_物件情報（公的賃貸住宅等）  

平成29年8月1日 宅地を分譲します(拓洋台団地・黎明

台団地) 

岩手県田野畑村 04_物件情報（公的賃貸住宅等）  

平成29年8月1日 町営住宅の入居者を募集します｜く

らし・手続き｜北海道弟子屈町 

北海道弟子屈町 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年8月1日 町営住宅の入居者募集 熊本県南関町 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年8月1日 町営住宅の入居者募集のお知らせ 兵庫県多可町 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年8月1日 町営住宅の入居者募集情報を更新

しました｜お知らせ｜北海道弟子屈

町 

北海道弟子屈町 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年8月1日 町営住宅の募集について（８月） 石川県能登町 05_公営住宅の入居募集  

平成29年8月1日 町営住宅等の入居者募集中 宮城県丸森町 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年8月1日 町営住宅入居者募集 北海道倶知安町 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年8月1日 町営住宅入居者募集（随時募集） 広島県海田町 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年8月1日 町営住宅入居者募集案内 高知県佐川町 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年8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 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年8月1日 都営住宅の入居者を募集します 東京都墨田区 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年8月1日 都営住宅の入居者募集（東京都直接

募集） 

東京都西東京市 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年8月1日 都営住宅入居者の募集案内を配布

します（29年8月1日） 

東京都杉並区 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年8月1日 都営住宅入居者募集 東京都日野市 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年8月1日 都営住宅入居者募集（ポイント方式、

単身者向け、シルバーピア、事業再

建者向け） 

東京都府中市 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年8月1日 特賃住宅の入居者を募集します【平

成２９年８月常時公募】（都市整備局

住宅政策課） 

広島県広島市 04_物件情報（公的賃貸住宅等）  

平成29年8月1日 平成29年6月 区営住宅入居者募集 

抽せん結果 

東京都中央区 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年8月1日 平成29年8月都営住宅入居者募集 東京都武蔵野市 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年8月1日 平成29年度第1回吹田市営住宅入居

者募集 

大阪府吹田市 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年8月1日 平成29年度第2回市営住宅入居者一

般募集 

愛知県名古屋市 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年8月1日 平成29年度第2期賃貸物件を活用し

た保育所（本園）を整備・運営する法

人の公募結果について 

愛知県名古屋市 04_物件情報（公的賃貸住宅等）  

平成29年8月1日 平成29年度町営住宅の入居者募集 静岡県清水町 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年8月1日 北広島団地ツアー～空き地・空き家

巡り～平成29年(2017年)9月16日

（土）開催 

北海道北広島市 04_物件情報（公的賃貸住宅等）  
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配信日 タイトル 自治体 支援施策のカテゴリー区分 

平成29年8月1日 和泊町定住促進住宅入居者募集に

ついて 

鹿児島県和泊町 04_物件情報（公的賃貸住宅等）  

平成29年8月1日 [お知らせ]移住希望者を対象とした

無料職業紹介事業を開始 

北海道深川市 01_移住・定住・帰還支援（補助・助成等）  

平成29年8月1日 浜田市『弥栄自治区』へのUIターンを

検討中の方に宿泊費等を補助します 

島根県浜田市 01_移住・定住・帰還支援（補助・助成等）  

平成29年8月1日 大崎上島町への定住をお考えの方

へ 

広島県大崎上島

町 

01_移住・定住・帰還支援（補助・助成等） 

03_移住体験  

平成29年8月1日 「徳島県における移住及び創業促進

の支援に係る業務連携・協力に関す

る覚書」の調印について 

徳島県 01_移住・定住・帰還支援（補助・助成等）  

平成29年8月1日 子育て世帯・若者世帯向け町営住

宅、特別賃貸町営住宅の入居者募

集のお知らせ 

兵庫県多可町 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年8月1日 弥栄自治区『住まい支援補助金』の

お知らせ 

島根県浜田市 04_物件情報（公的賃貸住宅等）  

平成29年8月1日 子育て・若年夫婦世帯空き家改修事

業補助金 

神奈川県中井町 06_改修・リフォーム  

平成29年8月2日 [新着情報]空き家・空き地バンク 深

川一已地区賃貸アパート物件番号

327,328,329を掲載しました。 

北海道深川市 04_物件情報（公的賃貸住宅等）  

平成29年8月2日 『定住ガイドブック』ができました - ま

ちづくり 

福島県南会津町 01_移住・定住・帰還支援（補助・助成等）  

平成29年8月2日 【8月27日開催】あったか宮崎ひなた

暮らし移住相談会@東京を開催しま

す 

宮崎県小林市 02_移住・定住・帰還相談・イベント  

平成29年8月2日 2017 礼文島ぷち移住体験交流事業 

参加者募集中！ 

北海道礼文町 03_移住体験  

平成29年8月2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（相談会は終了し

ました。） 

新潟県柏崎市 02_移住・定住・帰還相談・イベント  

平成29年8月2日 ７月２９日（土曜日）「長野市移住なん

でも個別相談会」開催報告 

長野県長野市 02_移住・定住・帰還相談・イベント  

平成29年8月2日 お盆を活用！U・Iターン転職相談会

【新潟県U・Iターンコンシェルジュ事

業】 

新潟県魚沼市 02_移住・定住・帰還相談・イベント  

平成29年8月2日 空き家バンク - まちづくり 福島県南会津町 01_移住・定住・帰還支援（補助・助成等） 

04_物件情報（公的賃貸住宅等） 06_改修・

リフォーム  

平成29年8月2日 町営住宅・雇用促進住宅の入居者募

集について 

北海道天塩町 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年8月2日 町営住宅入居者の募集について 京都府京丹波町 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年8月2日 町営住宅入居者募集について 兵庫県佐用町 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年8月2日 長洲町宮野地区地域優良賃貸住宅

整備事業の安全祈願祭を実施しまし

た。 

熊本県長洲町 04_物件情報（公的賃貸住宅等）  

平成29年8月2日 定住促進住宅入居者募集について 兵庫県佐用町 04_物件情報（公的賃貸住宅等）  

平成29年8月2日 柏崎市にU・Iターンをお考えの方！

柏崎市の主なU・Iターン支援制度を

紹介します 

新潟県柏崎市 01_移住・定住・帰還支援（補助・助成等）  

平成29年8月2日 物件No.32（上町3丁目）賃貸 神奈川県横須賀

市 

04_物件情報（公的賃貸住宅等）  

平成29年8月2日 平成29年度第1回市営住宅入居者募

集について 

北海道旭川市 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年8月2日 ８月１４日に大分市で開催される「ＵＩＪ

ターン希望者・新規大卒者等合同企

業面接会」に就農相談コーナーを設

置します 

大分県 02_移住・定住・帰還相談・イベント  
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平成29年8月2日 移住体験ツアーの情報を追加しまし

た！ 

岡山県久米南町 03_移住体験  

平成29年8月3日 [お知らせ]市営住宅の入居者を募集

します 

北海道深川市 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年8月3日 【8月15日（火）】東近江市定住移住相

談会 開催 

滋賀県東近江市 02_移住・定住・帰還相談・イベント  

平成29年8月3日 【終了しました】第1回 東北U・Iター

ン大相談会のお知らせ 

青森県八戸市 02_移住・定住・帰還相談・イベント  

平成29年8月3日 県営住宅入居者募集について 沖縄県 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年8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 04_物件情報（公的賃貸住宅等）  

平成29年8月3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 04_物件情報（公的賃貸住宅等）  

平成29年8月3日 町営住宅入居者を募集します【入居

者募集期間：平成29年8月10日～8月

25日】 

岩手県雫石町 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年8月3日 定住相談会開催のお知らせ 兵庫県赤穂市 02_移住・定住・帰還相談・イベント  

平成29年8月3日 入居者募集（特別市営住宅住吉第一

団地） 

群馬県前橋市 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年8月3日 八戸圏域  移住者交流会「半都半邑

(はんとはんゆう)の楽しさ」開催のお

知らせ 

青森県八戸市 02_移住・定住・帰還相談・イベント  

平成29年8月3日 兵庫県・岡山県合同移住相談会in大

阪が開催されます。 

兵庫県佐用町 02_移住・定住・帰還相談・イベント  

平成29年8月3日 移住・定住支援制度 秋田県大仙市 01_移住・定住・帰還支援（補助・助成等） 

02_移住・定住・帰還相談・イベント 04_物件

情報（公的賃貸住宅等） 06_改修・リフォー

ム  

平成29年8月3日 子育て世帯向け市営住宅入居者募

集をしています 

北海道小樽市 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年8月4日 「佐賀県UJIターンしごと相談会in名

古屋」が開催されます 

佐賀県伊万里市 02_移住・定住・帰還相談・イベント  

平成29年8月4日 【３】登録と利用の状況 鹿児島県南九州

市 

04_物件情報（公的賃貸住宅等）  

平成29年8月4日 【いよいよ明日開催！】ふるさと鳥取

市移住相談会 in 麒麟のまち（8月5

日（土）） 

鳥取県鳥取市 02_移住・定住・帰還相談・イベント  

平成29年8月4日 【東京8/6】楽園信州移住セミナー「観

光地で暮らす」に参加します。 

長野県小諸市 02_移住・定住・帰還相談・イベント  

平成29年8月4日 すぐに購入できる物件 【宗方宿舎跡

地】 

大分県 04_物件情報（公的賃貸住宅等）  

平成29年8月4日 応急仮設住宅（民間賃貸住宅借り上

げ型）、住宅の応急修理および障害

物の撤去等の相談窓口の一時閉鎖

について 

福岡県朝倉市 04_物件情報（公的賃貸住宅等）  

平成29年8月4日 楽園信州移住セミナー「観光地で暮

らす」に参加しました。 

長野県小諸市 02_移住・定住・帰還相談・イベント  

平成29年8月4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 06_改修・リフォーム  

平成29年8月4日 青森県合同移住フェアのお知らせ 青森県八戸市 02_移住・定住・帰還相談・イベント  

平成29年8月4日 平成29年度第2回(9月)鹿児島市営

住宅募集受付日程 

鹿児島県鹿児島

市 

05_公営住宅の入居募集  

平成29年8月4日 2017 朝日U・Iターン相談会に出展し

ます。9月3日(日)【大阪】 

広島県 02_移住・定住・帰還相談・イベント  

平成29年8月4日 すぐに購入できる物件 【臼杵県職員

住宅（は）】 

大分県 04_物件情報（公的賃貸住宅等）  

平成29年8月5日 【リノベーション住宅】市営かえで住宅

の入居者募集について 

大分県国東市 04_物件情報（公的賃貸住宅等）  

平成29年8月5日 ８月の市営住宅の募集状況 大分県国東市 05_公営住宅の入居募集  

平成29年8月6日 移住定住アドバイザーを募集します 鳥取県琴浦町 02_移住・定住・帰還相談・イベント  
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平成29年8月7日 Ｕターン者住宅購入・新改築支援制

度について 

京都府南丹市 01_移住・定住・帰還支援（補助・助成等） 

04_物件情報（公的賃貸住宅等）  

平成29年8月7日 移住相談会について 秋田県大仙市 02_移住・定住・帰還相談・イベント  

平成29年8月7日 市営住宅 京都府南丹市 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年8月7日 市営住宅の案内 鹿児島県南九州

市 

04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年8月7日 市営住宅の入居者募集【受付終了】 福岡県飯塚市 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年8月7日 市営住宅入居者公募について 静岡県御前崎市 04_物件情報（公的賃貸住宅等）  

平成29年8月7日 市営住宅入居者募集について(8月7

日号) 

鹿児島県いちき

串木野市 

04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年8月7日 青森県合同移住フェアを開催します 青森県むつ市 02_移住・定住・帰還相談・イベント  

平成29年8月7日 特定公共賃貸住宅補充入居募集 熊本県合志市 04_物件情報（公的賃貸住宅等）  

平成29年8月7日 平成29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 04_物件情報（公的賃貸住宅等）  

平成29年8月7日 子育て支援住宅入居者募集につい

て 

新潟県津南町 04_物件情報（公的賃貸住宅等）  

平成29年8月7日 京都市市営住宅事業用地における

時間貸駐車場事業者募集について

（都市計画局） 

京都府京都市 05_公営住宅の入居募集  

平成29年8月8日 市営住宅（空家）の入居者を募集して

います 

埼玉県秩父市 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年8月8日 小屋瀬いらっしゃい住宅入居者募集 岩手県葛巻町 04_物件情報（公的賃貸住宅等）  

平成29年8月8日 町営住宅随時募集｜くらし・手続き｜

幕別町 

北海道幕別町 05_公営住宅の入居募集  

平成29年8月8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 03_移住体験  

平成29年8月8日 移住・定住支援制度 秋田県大仙市 01_移住・定住・帰還支援（補助・助成等） 

02_移住・定住・帰還相談・イベント 04_物件

情報（公的賃貸住宅等） 06_改修・リフォー

ム  

平成29年8月8日 ニュース特急便 2017年８月 （１） 山形県尾花沢市 02_移住・定住・帰還相談・イベント 03_移住

体験  

平成29年8月9日 【移住相談会：島原市会場】「おかえり

なさい島原へ！島原移住相談会・空

き家バンク登録相談会」開催のおしら

せ 

長崎県島原市 02_移住・定住・帰還相談・イベント  

平成29年8月9日 【公開抽選結果】平成29年度第1回 

町営住宅入居者募集 

大阪府熊取町 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年8月9日 【東京開催】愛あるえひめ暮らしフェ

アの開催について 

愛媛県 02_移住・定住・帰還相談・イベント  

平成29年8月9日 しまねUターンIターンフェア2017につ

いて 

島根県隠岐の島

町 

02_移住・定住・帰還相談・イベント  

平成29年8月9日 移住って良いことあるんだ！知らない

と損する全国自治体支援特集で取り

上げられました！ 

新潟県阿賀野市 01_移住・定住・帰還支援（補助・助成等）  

平成29年8月9日 移住相談会の情報を更新しました 岡山県久米南町 02_移住・定住・帰還相談・イベント  

平成29年8月9日 公営住宅一覧表（佐伯地域） - 廿日

市市公式ホームページ 

広島県廿日市市 04_物件情報（公的賃貸住宅等）  

平成29年8月9日 公営住宅一覧表（大野地域） - 廿日

市市公式ホームページ 

広島県廿日市市 04_物件情報（公的賃貸住宅等）  

平成29年8月9日 市営住宅抽選結果（平成29年8月募

集分） 

鳥取県米子市 05_公営住宅の入居募集  

平成29年8月9日 市営住宅定期募集抽選結果 神奈川県藤沢市 05_公営住宅の入居募集  

平成29年8月9日 住宅所有者改修承諾書（賃貸借以外

用） 

青森県八戸市 04_物件情報（公的賃貸住宅等）  

平成29年8月9日 町営住宅等入居者募集（９月募集）

のお知らせ 

広島県北広島町 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年8月9日 町営住宅入居者の公募について 山形県真室川町 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  



31 

配信日 タイトル 自治体 支援施策のカテゴリー区分 

平成29年8月9日 養父市移住定住相談会in神戸 の開

催について 

兵庫県養父市 02_移住・定住・帰還相談・イベント  

平成29年8月9日 市営住宅の吹付けアスベスト等の使

用状況について、お知らせします 

新潟県魚沼市 04_物件情報（公的賃貸住宅等）  

平成29年8月10日 「吉田第2住宅」、「那留住宅」の入居

者募集 

岐阜県郡上市 04_物件情報（公的賃貸住宅等）  

平成29年8月10日 【9月開催分】「香川県移住相談会in

大阪」開催のお知らせ 

香川県 02_移住・定住・帰還相談・イベント  

平成29年8月10日 【9月末締切】古民家住宅入居者を募

集 

長野県木祖村 04_物件情報（公的賃貸住宅等）  

平成29年8月10日 【申込期間延長】古民家住宅入居者

を募集 

長野県木祖村 04_物件情報（公的賃貸住宅等）  

平成29年8月10日 【大阪開催】愛あるえひめ暮らしフェ

アの開催について 

愛媛県 02_移住・定住・帰還相談・イベント  

平成29年8月10日 ひまわり館の入居募集のお知らせ 佐賀県みやき町 04_物件情報（公的賃貸住宅等）  

平成29年8月10日 やっぱり高島！Ｕ・Ｉターン相談会を

開催します！ 

滋賀県高島市 02_移住・定住・帰還相談・イベント  

平成29年8月10日 移住相談会について 秋田県大仙市 02_移住・定住・帰還相談・イベント  

平成29年8月10日 空き家情報 岩手県雫石町 02_移住・定住・帰還相談・イベント 04_物件

情報（公的賃貸住宅等） 05_公営住宅の入

居募集  

平成29年8月10日 公営住宅の募集について 新潟県糸魚川市 05_公営住宅の入居募集  

平成29年8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 05_公営住宅の入居募集  

平成29年8月10日 市営住宅（障害者世帯割当） 募集

予定について 

東京都府中市 05_公営住宅の入居募集  

平成29年8月10日 市営住宅定期募集のお知らせ 青森県八戸市 05_公営住宅の入居募集  

平成29年8月10日 市営住宅入居者募集中（８月 第１回

目）｜各課のしごと｜秋田県北秋田

市 

秋田県北秋田市 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年8月10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

8月募集） 

山口県周防大島

町 

04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年8月10日 住宅情報 岩手県葛巻町 01_移住・定住・帰還支援（補助・助成等） 

04_物件情報（公的賃貸住宅等）  

平成29年8月10日 地元の都営住宅（シルバーピア）の入

居者を募集します 

東京都東久留米

市 

04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年8月10日 町営住宅入居者の募集について（8

月） 

北海道日高町 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年8月10日 町営住宅入居者募集 山形県舟形町 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年8月10日 町営住宅入居者募集について 秋田県井川町 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年8月10日 八峰町空き家情報室 秋田県八峰町 01_移住・定住・帰還支援（補助・助成等）  

平成29年8月10日 平成29年度第1次(平成29年7月)市

営住宅入居者募集の応募状況につ

いて（都市整備局） 

大阪府大阪市 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年8月10日 【参加企業一部変更】８月１４日「ＵＩＪ

ターン希望者・新規大卒者等合同企

業面接会」開催！ 

大分県 02_移住・定住・帰還相談・イベント  

平成29年8月10日 9/3『小諸で暮らす』移住体験ツアー

開催します。 

長野県小諸市 02_移住・定住・帰還相談・イベント 03_移住

体験  

平成29年8月10日 伊佐市の土地をお売りします。（８月

10日より先着順に受付） 

鹿児島県伊佐市 04_物件情報（公的賃貸住宅等）  

平成29年8月10日 河北農業振興地域整備計画の全体

見直しについて（農振除外申請にご

留意ください） 

山形県河北町 04_物件情報（公的賃貸住宅等）  

平成29年8月10日 第２回合同不動産公売のお知らせ 山梨県甲州市 04_物件情報（公的賃貸住宅等）  

平成29年8月11日 はしっこ暮らし体験会～高野山麓橋

本市で暮らそう～（移住希望者向け） 

 

和歌山県橋本市 03_移住体験  
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配信日 タイトル 自治体 支援施策のカテゴリー区分 

平成29年8月11日 公営住宅 新生団地（吉野） の入居

者募集について 

愛媛県松野町 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年8月11日 公営住宅 目黒団地 の入居者募集

について 

愛媛県松野町 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年8月11日 高齢者向け優良賃貸住宅（日の出ハ

イツ）の空き家登録者を募集していま

す 

東京都墨田区 04_物件情報（公的賃貸住宅等）  

平成29年8月11日 若者定住促進住宅 の入居者募集

について 

愛媛県松野町 04_物件情報（公的賃貸住宅等）  

平成29年8月14日 移住アドバイザーにご相談ください 新潟県糸魚川市 02_移住・定住・帰還相談・イベント  

平成29年8月14日 移住セミナー・移住相談会情報の更

新 

静岡県島田市 01_移住・定住・帰還支援（補助・助成等） 

02_移住・定住・帰還相談・イベント  

平成29年8月14日 市営住宅の案内 鹿児島県南九州

市 

04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年8月14日 市営住宅の入居者募集について 山口県周南市 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年8月14日 町営住宅等入居募集は終了しました

｜くらしの情報｜北海道清里町 

北海道清里町 05_公営住宅の入居募集  

平成29年8月14日 町営住宅入居者募集について 静岡県函南町 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年8月14日 田皆第二団地の入居者募集につい

て 

鹿児島県知名町 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年8月14日 空き家・空き地バンクの登録物件情

報を更新しました。 

北海道小樽市 04_物件情報（公的賃貸住宅等）  

平成29年8月14日 知名町役場建設課「臨時職員募集に

ついて」 

鹿児島県知名町 05_公営住宅の入居募集  

平成29年8月15日 （募集終了）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 04_物件情報（公的賃貸住宅等）  

平成29年8月15日 8/31まで！町営住宅の入居者を募

集します 

岡山県久米南町 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年8月15日 H29.8   市営住宅の入居者募集 長野県飯山市 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年8月15日 移住を考えている方へ(相談会のお

知らせ) 

山梨県笛吹市 02_移住・定住・帰還相談・イベント  

平成29年8月15日 久留米市：移住関連イベント、相談会

情報 

福岡県久留米市 02_移住・定住・帰還相談・イベント  

平成29年8月15日 空き家バンク登録物件【貸42】 - 山

梨県 北杜市 

山梨県北杜市 02_移住・定住・帰還相談・イベント  

平成29年8月15日 高齢者向け優良賃貸住宅「ウエルカ

ーサ新中野」の入居者募集 

東京都中野区 04_物件情報（公的賃貸住宅等）  

平成29年8月15日 市営住宅入居者募集情報 青森県平川市 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年8月15日 社会資本総合整備計画（住宅）及び

地域住宅計画（第３期）について 

福岡県添田町 04_物件情報（公的賃貸住宅等）  

平成29年8月15日 抽選により県営住宅の入居者を募集

します 

愛知県 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年8月15日 町営住宅入居者募集 長野県富士見町 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年8月15日 平成29年度第3回公営住宅等の入居

者募集 

北海道池田町 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年8月15日 平成29年度第3回定住促進住宅の入

居者募集 

北海道池田町 04_物件情報（公的賃貸住宅等）  

平成29年8月15日 【新着情報】新千歳空港で開催される

「オール北海道移住・定住応援フェ

ア」に出展します 

北海道苫前町 02_移住・定住・帰還相談・イベント  

平成29年8月15日 【参加者募集】９/１６～１８「暮らし・食

の豊かさを知る旅 なんと移住体験ツ

アー」 

富山県南砺市 02_移住・定住・帰還相談・イベント 03_移住

体験  

平成29年8月15日 【３】 補助金の交付額（早見表） 鹿児島県南九州

市 

04_物件情報（公的賃貸住宅等）  
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配信日 タイトル 自治体 支援施策のカテゴリー区分 

平成29年8月15日 【１】制度の概要 鹿児島県南九州

市 

04_物件情報（公的賃貸住宅等） 06_改修・

リフォーム  

平成29年8月15日 子育て世帯向け「北山定住促進住

宅」入居者募集 

鹿児島県姶良市 04_物件情報（公的賃貸住宅等）  

平成29年8月16日 「まるごと徳島Ｄａｙ」の開催につい

て！！ 

徳島県 02_移住・定住・帰還相談・イベント  

平成29年8月16日 『青森県合同移住フェア』開催のお知

らせ 

青森県青森市 02_移住・定住・帰還相談・イベント  

平成29年8月16日 【8月19日】とっとり移住休日相談会

(東京)・鳥取来楽暮カフェ(大阪)に参

加します！ 

鳥取県岩美町 02_移住・定住・帰還相談・イベント  

平成29年8月16日 【9月開催分】「香川県移住相談会in

大阪」開催のお知らせ 

香川県 02_移住・定住・帰還相談・イベント  

平成29年8月16日 8月25日締め切り～市営住宅などの

入居者を募集します 

佐賀県唐津市 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年8月16日 空き家バンク - まちづくり 福島県南会津町 01_移住・定住・帰還支援（補助・助成等） 

04_物件情報（公的賃貸住宅等） 06_改修・

リフォーム  

平成29年8月16日 市営住宅入居者募集 愛知県知多市 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年8月16日 大阪市営住宅(公営住宅・改良住宅)

の随時募集（都市整備局） 

大阪府大阪市 05_公営住宅の入居募集  

平成29年8月16日 門真市営住宅の指定管理者を募集 大阪府門真市 05_公営住宅の入居募集  

平成29年8月16日 コミュニティチャンネル放送番組「竜

東・遠山寄ってみまい！」 

長野県飯田市 01_移住・定住・帰還支援（補助・助成等）  

平成29年8月16日 伊佐市の土地をお売りします。（８月

10日より先着順に受付） 

鹿児島県伊佐市 04_物件情報（公的賃貸住宅等）  

平成29年8月17日 [新着情報]空き家・空き地バンク 深

川一已地区賃貸（土地）物件番号001

を掲載しました。 

北海道深川市 04_物件情報（公的賃貸住宅等）  

平成29年8月17日 ｢移住者提案型リフォーム事業｣利用

者を2組募集します。 

秋田県八峰町 06_改修・リフォーム  

平成29年8月17日 【7月8日】※終了しました 東京：信州

で暮らす、働くフェア（今年最大級の

長野県移住大相談会）に立科町が参

加します 

長野県立科町 02_移住・定住・帰還相談・イベント  

平成29年8月17日 宮崎県移住相談会（東京会場）の開

催について - 地域振興課 

宮崎県椎葉村 02_移住・定住・帰還相談・イベント  

平成29年8月17日 県営住宅の入居者を募集します｜ト

ピックス｜豊丘村 

長野県豊丘村 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年8月17日 公営住宅入居申込について（８月募

集 抽選結果） 

北海道北見市 05_公営住宅の入居募集  

平成29年8月17日 高槻市営住宅入居者募集の抽選結

果 

大阪府高槻市 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年8月17日 市営住宅の案内 鹿児島県南九州

市 

04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年8月17日 市営住宅の詳細（平成２９年９月募

集） 

高知県南国市 05_公営住宅の入居募集  

平成29年8月17日 平成29年度第1次（平成29年7月）市

営住宅入居者募集に当選された方

へ（都市整備局） 

大阪府大阪市 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年8月17日 平成29年度第1次(平成29年7月)市

営住宅入居者募集の抽選結果につ

いて（都市整備局） 

大阪府大阪市 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年8月17日 行政連携団体等の採用情報につい

て 

徳島県 01_移住・定住・帰還支援（補助・助成等）  

平成29年8月17日 【３】 補助金の交付額（早見表） 鹿児島県南九州

市 

04_物件情報（公的賃貸住宅等）  

平成29年8月18日 「民間賃貸住宅等家賃への支援制

度」について 

 

福島県 04_物件情報（公的賃貸住宅等）  
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配信日 タイトル 自治体 支援施策のカテゴリー区分 

平成29年8月18日 ＜予告＞特賃住宅の入居者を募集

します【平成２９年９月常時公募】（都

市整備局住宅政策課） 

広島県広島市 04_物件情報（公的賃貸住宅等）  

平成29年8月18日 9/10（日）に東京で移住相談をお受

けします！ 

岩手県北上市 02_移住・定住・帰還相談・イベント  

平成29年8月18日 みやづライフ『宮村お試し住宅』を体

験してみませんか？ 

京都府宮津市 03_移住体験  

平成29年8月18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 04_物件情報（公的賃貸住宅等）  

平成29年8月18日 宮村団地の入居者募集 京都府宮津市 05_公営住宅の入居募集  

平成29年8月18日 県営住宅入居者募集について（平成

29年9月募集） 

香川県 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年8月18日 市営住宅の入居者随時募集につい

て 

栃木県真岡市 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年8月18日 町営住宅（公営住宅等）入居者募集

のお知らせ 

長野県立科町 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年8月18日 町営住宅（特定公共賃貸住宅）入居

者募集のお知らせ 

長野県立科町 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年8月18日 町営住宅等の空き家情報 H29.8.18 島根県邑南町 05_公営住宅の入居募集  

平成29年8月18日 町営住宅入居者募集 島根県邑南町 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年8月18日 町営住宅入居者募集のお知らせ 兵庫県香美町 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年8月18日 日本最大級の移住イベント"ふるさと

回帰フェア2017in東京"にブース出展

します（平成29年９月10日（日）） 

新潟県 02_移住・定住・帰還相談・イベント  

平成29年8月19日 市営住宅入居者を募集（横須団地） 兵庫県宍粟市 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年8月19日 町営住宅の入居者募集について（8

月17日登録） 

北海道長沼町 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年8月20日 都営住宅の入居者を募集（地元募

集) 

東京都三鷹市 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年8月20日 平成29年8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 04_物件情報（公的賃貸住宅等）  

平成29年8月21日 「いい街発見！ 地方の暮らしフェ

ア」に出展 

岐阜県 02_移住・定住・帰還相談・イベント  

平成29年8月21日 「魚沼フェスｉｎ渋谷」自慢グルメ＆地

酒大集合！！ 

新潟県魚沼市 02_移住・定住・帰還相談・イベント  

平成29年8月21日 9月12日締め切り～県営住宅入居予

備者募集 

佐賀県唐津市 05_公営住宅の入居募集  

平成29年8月21日 9月8日～9月10日東京で移住セミナ

ーが開催されます！ 

佐賀県嬉野市 02_移住・定住・帰還相談・イベント  

平成29年8月21日 Hirobiro.ひろしまinトーキョー移住起

業編vol.4を開催します 

広島県 02_移住・定住・帰還相談・イベント  

平成29年8月21日 オール北海道移住・定住応援フェア

に月形町も参加 

北海道月形町 02_移住・定住・帰還相談・イベント  

平成29年8月21日 移住を考えている方へ(相談会のお

知らせ) 

山梨県笛吹市 02_移住・定住・帰還相談・イベント  

平成29年8月21日 区営住宅・福祉住宅のあき家入居

者・補欠登録者を募集します 

東京都中野区 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年8月21日 公営住宅入居者の公募について 高知県本山町 04_物件情報（公的賃貸住宅等）  

平成29年8月21日 災害公営住宅 入居募集 宮城県涌谷町 05_公営住宅の入居募集  

平成29年8月21日 市営住宅（障害者世帯割当） 入居

者募集 

東京都府中市 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年8月21日 市営住宅等の指定管理者の募集に

ついて 

広島県大竹市 05_公営住宅の入居募集  

平成29年8月21日 市営住宅入居者募集(随時募集) 愛媛県八幡浜市 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年8月21日 市営住宅入居者募集住戸選定にか

かる意向調査について 

和歌山県橋本市 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  
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平成29年8月21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 04_物件情報（公的賃貸住宅等）  

平成29年8月21日 八代市特定公共賃貸住宅(楠住宅)

補充入居者募集【平成29年9月分】 

熊本県八代市 04_物件情報（公的賃貸住宅等）  

平成29年8月21日 平成29年度第2回空家随時募集のご

案内（市営住宅） 

福島県会津若松

市 

04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年8月21日 公有地売却（切川町字臼井） 島根県安来市 04_物件情報（公的賃貸住宅等）  

平成29年8月21日 市営住宅入居者募集【期間8月21日

(月曜日)～31日(木曜日)】 

長野県駒ヶ根市 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年8月22日 【雲南保健所】譲渡動物情報を掲載

しました 

島根県 04_物件情報（公的賃貸住宅等）  

平成29年8月22日 ８月１９日（土曜日） 「ぐるっとながの

無料移住相談会’１７夏」 開催報告 

長野県長野市 02_移住・定住・帰還相談・イベント  

平成29年8月22日 みやづライフ『宮村お試し住宅』を体

験してみませんか？ 

京都府宮津市 03_移住体験  

平成29年8月22日 駒ヶ根市「お試し滞在」事業をご利用

ください 

長野県駒ヶ根市 01_移住・定住・帰還支援（補助・助成等）  

平成29年8月22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 04_物件情報（公的賃貸住宅等）  

平成29年8月22日 公営住宅入居者の募集について（募

集期間：平成29年8月22日～平成29

年9月12日） 

北海道遠別町 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年8月22日 社会資本総合整備計画（住宅）及び

地域住宅計画（第３期）（第1回変更）

について 

福岡県行橋市 04_物件情報（公的賃貸住宅等）  

平成29年8月22日 社会資本総合整備計画（住宅）及び

地域住宅計画（第３期）（第3回変更）

について 

福岡県行橋市 04_物件情報（公的賃貸住宅等）  

平成29年8月22日 社会資本総合整備計画（住宅）及び

地域住宅計画について 

福岡県行橋市 04_物件情報（公的賃貸住宅等）  

平成29年8月22日 町営住宅入居者の募集について 北海道奥尻町 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年8月22日 町営住宅入居者募集について 熊本県津奈木町 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年8月22日 町営住宅入居者募集について 広島県大崎上島

町 

04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年8月22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 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年8月22日 都営住宅シルバーピア（地元割当）

の入居者募集 

東京都東村山市 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年8月22日 住宅取得等支援事業補助金につい

て 

岐阜県白川町 01_移住・定住・帰還支援（補助・助成等） 

04_物件情報（公的賃貸住宅等）  

平成29年8月22日 ひろびろ広島くらしフェア2017vol.2に

出展します 

広島県大崎上島

町 

02_移住・定住・帰還相談・イベント  

平成29年8月23日 [新着情報]平成29年度第2回市営住

宅の募集は終了しました。 

北海道深川市 05_公営住宅の入居募集  

平成29年8月23日 【9月24日開催】しまねＵターンＩター

ンフェア2017in大阪 

島根県益田市 02_移住・定住・帰還相談・イベント  

平成29年8月23日 シェアハウス大町の入居者を追加募

集します 

新潟県上越市 04_物件情報（公的賃貸住宅等）  

平成29年8月23日 ひとり親のための合同移住相談会を

開催します（東京・大阪会場） 

島根県浜田市 02_移住・定住・帰還相談・イベント  

平成29年8月23日 県営住宅、特定公共賃貸住宅（むつ

地区）について [建築住宅課 8月23

日] 

青森県 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年8月23日 県営住宅入居者募集（平成29年度第

2回）の抽選結果について 

徳島県 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年8月23日 災害公営住宅を一般の市営住宅とし

て入居者を募集します 

宮城県塩竈市 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年8月23日 市営住宅のご案内（８月・９月随時募

集） 

長野県大町市 05_公営住宅の入居募集  
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平成29年8月23日 短期移住生活体験インタビュー 北海道歌志内市 03_移住体験  

平成29年8月23日 町営住宅入居者選考委員会 北海道大空町 04_物件情報（公的賃貸住宅等）  

平成29年8月23日 町営住宅入居者募集について 熊本県和水町 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年8月23日 平成29年度 移住者向けリフォーム

補助事業の実施について 

滋賀県近江八幡

市 

06_改修・リフォーム  

平成29年8月23日 「障害のある社員の活躍を生み出す

パターン・ランゲージ体験セミナー」

への参加企業を募集します 

神奈川県川崎市 03_移住体験  

平成29年8月23日 水道管の漏水・修理について 山梨県甲斐市 04_物件情報（公的賃貸住宅等）  

平成29年8月23日 【１】 登録と利用の流れ 鹿児島県南九州

市 

04_物件情報（公的賃貸住宅等）  

平成29年8月24日 『移住』『空き家・賃貸物件』『求人』 静岡県南伊豆町 02_移住・定住・帰還相談・イベント 03_移住

体験 04_物件情報（公的賃貸住宅等）  

平成29年8月24日 ９月１６日（土曜日）大阪でセミナー開

催！長野市への移住をお考えの方

へ 

長野県長野市 02_移住・定住・帰還相談・イベント  

平成29年8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８月２４日

更新） 

福島県 05_公営住宅の入居募集  

平成29年8月24日 県営住宅入居募集のご案内（平成２

９年８月２４日更新） 

福島県 05_公営住宅の入居募集  

平成29年8月24日 公営住宅入居申込について（９月募

集） 

北海道北見市 05_公営住宅の入居募集  

平成29年8月24日 市営住宅の入居者を募集します 岩手県奥州市 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年8月24日 市営住宅等の入居者募集について 鳥取県鳥取市 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年8月24日 中川沖根原住宅（町営住宅）入居者

の募集をします 

福島県金山町 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年8月24日 町営住宅の入居者募集について 兵庫県新温泉町 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年8月24日 町営住宅入居者の募集について 岩手県洋野町 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年8月24日 町営住宅入居者募集【募集期間

H29.8.28(月)～H29.9.11(月)】 

秋田県八峰町 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年8月24日 町営柏原住宅入居者を募集します 山形県白鷹町 04_物件情報（公的賃貸住宅等）  

平成29年8月24日 特定優良賃貸住宅TAKAHIROマン

ションの入居者募集 

福井県敦賀市 04_物件情報（公的賃貸住宅等）  

平成29年8月24日 八峰町空き家情報室 秋田県八峰町 01_移住・定住・帰還支援（補助・助成等）  

平成29年8月25日 「しまねUターンIターンフェア2017in

大阪」が開催されます 

島根県浜田市 02_移住・定住・帰還相談・イベント  

平成29年8月25日 【市原市・君津市・大多喜町連携事

業】世界に一番近い”さとやま”移住

相談会 

千葉県市原市 02_移住・定住・帰還相談・イベント  

平成29年8月25日 11回落選実績保有者向けの入居者

募集（公営住宅・改良住宅）を行いま

す（都市整備局） 

大阪府大阪市 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年8月25日 ９月17日（日）にいがたシングルペア

レントセミナー＆Ｕ・Ｉターン相談会を

開催します。 

新潟県 02_移住・定住・帰還相談・イベント  

平成29年8月25日 ９月の市営住宅募集のご案内 福井県越前市 05_公営住宅の入居募集  

平成29年8月25日 ９月市営住宅入居者募集 兵庫県養父市 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年8月25日 UJI住宅の紹介 山口県萩市 02_移住・定住・帰還相談・イベント  

平成29年8月25日 とくしまIPPIN店 BINGO de スタンプ

ラリーの実施について 

徳島県佐那河内

村 

02_移住・定住・帰還相談・イベント  

平成29年8月25日 とくしまIPPIN店 BINGO de スタンプ

ラリーの実施について 

徳島県藍住町 02_移住・定住・帰還相談・イベント  

平成29年8月25日 移住体験住宅に住んでみません

か？ 

福島県会津若松

市 

02_移住・定住・帰還相談・イベント 03_移住

体験  
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平成29年8月25日 苅田町営住宅入居者募集について 福岡県苅田町 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年8月25日 市営住宅入居者を募集します 岐阜県大垣市 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年8月25日 市営住宅入居者募集 栃木県宇都宮市 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年8月25日 市営住宅入居者募集のお知らせ 大阪府箕面市 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年8月25日 市営住宅入居者募集一覧（平成29年

9月分） 

鳥取県米子市 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年8月25日 住んでみんで徳島で！「徳島県移住

相談会ｉｎ大阪」 

徳島県 02_移住・定住・帰還相談・イベント  

平成29年8月25日 千曲市三世代同居近居促進事業補

助金のご案内 

長野県千曲市 04_物件情報（公的賃貸住宅等）  

平成29年8月25日 町営住宅の入居者募集！ 岐阜県揖斐川町 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年8月25日 南弟子屈地区 移住体験住宅（おた

めし暮らし）の利用者を募集します｜

移住情報｜北海道弟子屈町 

北海道弟子屈町 03_移住体験  

平成29年8月25日 平成29年度 第2回 市営住宅定期

募集受付 

愛知県一宮市 05_公営住宅の入居募集  

平成29年8月25日 平成29年度第2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 

05_公営住宅の入居募集  

平成29年8月25日 市有地の売却情報（ただいま掲載中

の物件情報9件） 

富山県南砺市 04_物件情報（公的賃貸住宅等）  

平成29年8月25日 西原村買取型災害公営住宅整備事

業の事業者募集について（平成29年

9月21日更新） 

熊本県西原村 05_公営住宅の入居募集  

平成29年8月25日 西原村買取型災害公営住宅整備事

業の事業者募集について（平成29年

9月11日更新） 

熊本県西原村 05_公営住宅の入居募集  

平成29年8月25日 西原村買取型災害公営住宅整備事

業の事業者募集について（平成29年

9月4日更新） 

熊本県西原村 05_公営住宅の入居募集  

平成29年8月25日 西原村買取型災害公営住宅整備事

業の事業者募集について 

熊本県西原村 05_公営住宅の入居募集  

平成29年8月26日 南弟子屈地区 移住体験住宅（おた

めし暮らし）の利用者募集！｜お知ら

せ｜北海道弟子屈町 

北海道弟子屈町 03_移住体験  

平成29年8月28日 移住を考えている方へ(フェア出展の

お知らせ) 

山梨県笛吹市 02_移住・定住・帰還相談・イベント  

平成29年8月28日 住宅用家屋証明書について 鹿児島県南九州

市 

04_物件情報（公的賃貸住宅等）  

平成29年8月28日 町単独住宅 入居者募集について 鹿児島県和泊町 04_物件情報（公的賃貸住宅等）  

平成29年8月28日 平成29年8月都営住宅シルバーピア 

高齢者集合住宅単身者向（目黒区地

元割当）入居者募集のご案内 

東京都目黒区 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年8月28日 平成29年度 市営住宅空家待ち募

集について 

沖縄県うるま市 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年8月28日 パナソニック株式会社との共同による

高齢者見守り実証実験を行います 

大阪府交野市 01_移住・定住・帰還支援（補助・助成等）  

平成29年8月28日 移住支援業務の任期付短時間勤務

職員を募集します 

長崎県五島市 01_移住・定住・帰還支援（補助・助成等）  

平成29年8月28日 「福島県多世代同居・近居推進事業」

第二回募集のお知らせ 

福島県 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 06_改修・

リフォーム  

平成29年8月29日 「世界一美しい半島 伊豆で暮らす・

働く」セミナー開催 

静岡県東伊豆町 02_移住・定住・帰還相談・イベント  

平成29年8月29日 8月27日移住者交流会を開催 静岡県伊豆の国

市 

02_移住・定住・帰還相談・イベント  

平成29年8月29日 市営住宅入居者募集(９月募集) 高知県香南市 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  
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配信日 タイトル 自治体 支援施策のカテゴリー区分 

平成29年8月29日 西区の市営住宅一覧／浜松市 静岡県浜松市 05_公営住宅の入居募集  

平成29年8月29日 中区の市営住宅一覧／浜松市 静岡県浜松市 04_物件情報（公的賃貸住宅等）  

平成29年8月29日 町営住宅入居者募集 愛媛県伊方町 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年8月29日 天竜区の市営住宅一覧／浜松市 静岡県浜松市 02_移住・定住・帰還相談・イベント  

平成29年8月29日 南区の市営住宅一覧／浜松市 静岡県浜松市 04_物件情報（公的賃貸住宅等）  

平成29年8月29日 平成29年度特定公共賃貸住宅入居

者募集（追加募集） 

岡山県津山市 04_物件情報（公的賃貸住宅等）  

平成29年8月29日 【9月10日】全国最大級の移住・定住

イベントふるさと回帰フェアに出展し

ます。 

滋賀県東近江市 02_移住・定住・帰還相談・イベント  

平成29年8月29日 あいおい暮らし見学・体験ツアーの

お知らせ 

兵庫県相生市 03_移住体験  

平成29年8月29日 先着順 で 市有地 を 売却 します 

（ 御影 ・ 宅地 ） 

長野県小諸市 04_物件情報（公的賃貸住宅等）  

平成29年8月30日 【終了しました】八戸圏域  移住者交

流会「半都半邑(はんとはんゆう)の楽

しさ」開催のお知らせ 

青森県八戸市 02_移住・定住・帰還相談・イベント  

平成29年8月30日 9月9日「地方創生プロジェクト移住・

交流フェア（渋谷区）」が開催されま

す。 

佐賀県伊万里市 02_移住・定住・帰還相談・イベント  

平成29年8月30日 つくば市移住体験バスツアー参加者

募集！（9月10日締切） 

茨城県つくば市 03_移住体験  

平成29年8月30日 高齢者住宅「青梅シルバーピア新

町」あき室入居者募集 

東京都青梅市 04_物件情報（公的賃貸住宅等）  

平成29年8月30日 信州駒ヶ根「初秋」体感2017 参加者

募集 

長野県駒ヶ根市 02_移住・定住・帰還相談・イベント  

平成29年8月30日 村営住宅入居者募集のお知らせ 高知県芸西村 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年8月30日 村営住宅補充入居者を募集します 熊本県南阿蘇村 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年8月30日 平成29年度市営住宅入居者募集（追

加募集） 

岡山県津山市 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年8月30日 とちぎUIJターン応援団の募集 栃木県大田原市 01_移住・定住・帰還支援（補助・助成等） 

02_移住・定住・帰還相談・イベント  

平成29年8月30日 【9月10日（日）】全国最大級の移住・

定住イベントふるさと回帰フェアに出

展します。 

滋賀県東近江市 02_移住・定住・帰還相談・イベント  

平成29年8月30日 会津若松市移住体験ツアー ～会津

の女性から学ぶ魅力あるローカルラ

イフ♪のススメ～ 参加者募集！ 

福島県会津若松

市 

02_移住・定住・帰還相談・イベント 03_移住

体験  

平成29年8月30日 9月10日ふるさと回帰フェアに出展し

ます 

長野県駒ヶ根市 02_移住・定住・帰還相談・イベント  

平成29年8月30日 【平成29年度募集】中土佐町移住者

及び子育て世帯住宅改修費等補助

金 

高知県中土佐町 06_改修・リフォーム  

平成29年8月31日 【移住相談会情報】7月～10月 縁あ

っていといがわ暮らし 

新潟県糸魚川市 02_移住・定住・帰還相談・イベント  

平成29年8月31日 【終了しました】8月26日 青森県合同

移住フェア 

青森県八戸市 02_移住・定住・帰還相談・イベント  

平成29年8月31日 【先着順】市営住宅の入居者の公募

について（申込期限：平成30年3月30

日(金)午後5時までの先着順） 

岐阜県羽島市 04_物件情報（公的賃貸住宅等）  

平成29年8月31日 ◇◆平成29年度 市営住宅入居者

募集（第3回）◆◇ 

山形県尾花沢市 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年8月31日 移住相談会について 秋田県大仙市 02_移住・定住・帰還相談・イベント  

平成29年8月31日 公営住宅入居者募集 北海道富良野市 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年8月31日 市営住宅の常時募集（新規分）につ

いて 

 

山口県下関市 05_公営住宅の入居募集  
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配信日 タイトル 自治体 支援施策のカテゴリー区分 

平成29年8月31日 市営住宅の入居者募集について 富山県砺波市 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年8月31日 市営住宅定期募集を実施します 神奈川県藤沢市 05_公営住宅の入居募集  

平成29年8月31日 市営住宅等の指定管理者の募集に

関する質問回答 

広島県大竹市 05_公営住宅の入居募集  

平成29年8月31日 市営住宅入居者募集 埼玉県東松山市 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年8月31日 新潟・福島・茨城・栃木・群馬移住フ

ェアを開催します（平成29年９月30日

(土) 東京・有楽町） 

新潟県 02_移住・定住・帰還相談・イベント  

平成29年8月31日 中山間地域の空き家を活用した移住

を支援する制度について 

山口県周南市 01_移住・定住・帰還支援（補助・助成等）  

平成29年8月31日 町営住宅(補充)入居者募集 熊本県大津町 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年8月31日 町営住宅等入居募集します｜くらし

の情報｜北海道清里町 

北海道清里町 05_公営住宅の入居募集  

平成29年8月31日 町営中木住宅の入居者募集中!! 静岡県南伊豆町 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年8月31日 美術博物館の自然講座「亜高山・高

山植生の分布パターン －ダケカン

バやチングルマたちの生きる場所ー」

を開催します。 

長野県飯田市 02_移住・定住・帰還相談・イベント  

平成29年8月31日 平成29年9月分市営住宅一般募集物

件一覧 

福島県郡山市 05_公営住宅の入居募集  

平成29年8月31日 平成29年9月分市営住宅優先募集物

件一覧 

福島県郡山市 05_公営住宅の入居募集  

平成29年8月31日 平成２９年度 市営住宅入居者定期

募集について 

愛媛県大洲市 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年8月31日 与論町定住促進住宅の入居者を募

集します 

鹿児島県与論町 04_物件情報（公的賃貸住宅等）  

平成29年8月31日 【9月10日（日）】全国最大級の移住・

定住イベントふるさと回帰フェアに出

展します 

滋賀県東近江市 02_移住・定住・帰還相談・イベント  

平成29年8月31日 【9月10日(日)】ふるさと回帰フェアに

出展します 

長野県駒ヶ根市 02_移住・定住・帰還相談・イベント  

平成29年8月31日 鳥取県・岡山県連携移住体験ツアー

を開催します 

鳥取県米子市 02_移住・定住・帰還相談・イベント 03_移住

体験  

平成29年9月1日 [新着情報]市営住宅の入居者募集

（申込6月8日から14日、抽選会6月19

日） 

北海道名寄市 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年9月1日 [新着情報]市営住宅の入居者募集

（申込9月13日から22日、抽選会9月

29日） 

北海道名寄市 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年9月1日 [新着情報]平成29年9月公募市営住

宅の見学会のお知らせ 

北海道名寄市 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年9月1日 「貝塚市営住宅の有効活用による官

民連携事業」の特定事業の選定及び

募集要項の公表について 

大阪府貝塚市 05_公営住宅の入居募集  

平成29年9月1日 「吉田第2住宅」、「那留住宅」の入居

者募集 

岐阜県郡上市 04_物件情報（公的賃貸住宅等）  

平成29年9月1日 【9月17日】西播磨暮らしフォーラム＆

移住相談会の開催について 

兵庫県佐用町 02_移住・定住・帰還相談・イベント 03_移住

体験  

平成29年9月1日 【移住セミナー】私、東京から引っ越

しました!! 

新潟県新発田市 02_移住・定住・帰還相談・イベント  

平成29年9月1日 【三笠市移住定住情報】第3回移住者

交流会「みかさぐらし♪交流カフェ」

開催結果 

北海道三笠市 02_移住・定住・帰還相談・イベント  

平成29年9月1日 【募集】9月分の市営住宅入居者を募

集します 

福島県南相馬市 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年9月1日 【募集】災害公営住宅 空き住戸の入

居者を募集します 

福島県南相馬市 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  
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配信日 タイトル 自治体 支援施策のカテゴリー区分 

平成29年9月1日 2017年9月栗原市営住宅入居者募集 宮城県栗原市 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年9月1日 ２０１７年度市営住宅９月期定期募集

のお知らせ 

広島県福山市 05_公営住宅の入居募集  

平成29年9月1日 ９月１７日（日曜日）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 02_移住・定住・帰還相談・イベント  

平成29年9月1日 ９月の公営住宅募集情報 大分県宇佐市 05_公営住宅の入居募集  

平成29年9月1日 とくしまIPPIN店 BINGO de スタンプ

ラリー 及び とくしま食材フェア2017 

徳島県石井町 02_移住・定住・帰還相談・イベント  

平成29年9月1日 移住お試し住宅利用マニュアル

（PDF：1010KB） - 酒田市 

山形県酒田市 02_移住・定住・帰還相談・イベント 03_移住

体験  

平成29年9月1日 移住を考えている方へ(フェア出展の

お知らせ) 

山梨県笛吹市 02_移住・定住・帰還相談・イベント  

平成29年9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 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年9月1日 沖縄移住あれこれゆんたく会及びふ

るさと回帰フェア２０１７ への出展に

ついて 

沖縄県渡名喜村 02_移住・定住・帰還相談・イベント  

平成29年9月1日 現在の空き室状況 宮崎県えびの市 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年9月1日 呉市営住宅等指定管理者募集 広島県呉市 05_公営住宅の入居募集  

平成29年9月1日 公営住宅(募集情報）を更新しました 宮城県多賀城市 05_公営住宅の入居募集  

平成29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（金曜日）～9月15日

（金曜日）まで】 

新潟県燕市 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年9月1日 公営住宅の入居者定期募集 滋賀県東近江市 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年9月1日 公営住宅の入居者募集について 鳥取県八頭町 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年9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 04_物件情報（公的賃貸住宅等）  

平成29年9月1日 災害公営住宅の入居（募集停止中）

を更新しました 

宮城県多賀城市 05_公営住宅の入居募集  

平成29年9月1日 市営住宅 平成29年9月 定期募集

のご案内（4戸） 

三重県名張市 05_公営住宅の入居募集  

平成29年9月1日 市営住宅・地元割当シルバーピア都

営住宅募集中 

東京都日野市 05_公営住宅の入居募集  

平成29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 04_物件情報（公的賃貸住宅等）  

平成29年9月1日 市営住宅について（空室情報掲載 9

月） 

北海道赤平市 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年9月1日 市営住宅の入居者９月定期募集 岐阜県下呂市 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年9月1日 市営住宅の入居者を募集します【平

成２９年９月常時公募】（都市整備局

住宅政策課） 

広島県広島市 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年9月1日 市営住宅の入居者募集 静岡県島田市 02_移住・定住・帰還相談・イベント 04_物件

情報（公的賃貸住宅等） 05_公営住宅の入

居募集  

平成29年9月1日 市営住宅の入居者募集について 千葉県山武市 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年9月1日 市営住宅空家の入居募集案内 埼玉県蕨市 05_公営住宅の入居募集  

平成29年9月1日 市営住宅新規入居者の募集につい

て 

和歌山県新宮市 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年9月1日 市営住宅等入居者募集 岩手県久慈市 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年9月1日 市営住宅入居者の募集について 北海道赤平市 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年9月1日 市営住宅入居者募集 愛知県知立市 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  
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配信日 タイトル 自治体 支援施策のカテゴリー区分 

平成29年9月1日 市営住宅入居者募集 宮城県石巻市 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年9月1日 市営住宅入居者募集 北海道歌志内市 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年9月1日 市営住宅入居者募集 北海道北広島市 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年9月1日 市営住宅入居者募集について（音別

地区） 

北海道釧路市 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年9月1日 市営住宅入居者募集中（８月 第１回

目）｜各課のしごと｜秋田県北秋田

市 

秋田県北秋田市 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年9月1日 市営住宅募集 千葉県茂原市 05_公営住宅の入居募集  

平成29年9月1日 市農山村定住応援住宅「エビネの

里」入居者を募集 

愛知県豊田市 04_物件情報（公的賃貸住宅等）  

平成29年9月1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 04_物件情報（公的賃貸住宅等）  

平成29年9月1日 就農相談会を札幌で開催します！ 北海道新ひだか

町 

02_移住・定住・帰還相談・イベント  

平成29年9月1日 中心市街地活性化シンポジウム in 

きやま を開催します 

佐賀県基山町 02_移住・定住・帰還相談・イベント  

平成29年9月1日 町営住宅の入居者を募集します 栃木県芳賀町 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年9月1日 町営住宅の入居者を募集します！ 熊本県長洲町 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年9月1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 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年9月1日 町営住宅の入居者を募集します（常

時募集） 

神奈川県愛川町 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年9月1日 町営住宅の入居者を募集します｜く

らし・手続き｜北海道弟子屈町 

北海道弟子屈町 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年9月1日 町営住宅の入居者募集（家族世帯

向） 

東京都大島町 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年9月1日 町営住宅の入居募集について 岩手県矢巾町 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年9月1日 町営住宅の募集について（９月） 石川県能登町 05_公営住宅の入居募集  

平成29年9月1日 町営住宅等の入居者募集について 鳥取県琴浦町 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年9月1日 町営住宅入居者を募集します 北海道森町 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年9月1日 町営住宅入居者募集のご案内（地域

整備課） 

宮城県大河原町 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年9月1日 町営住宅入居者募集案内 栃木県壬生町 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年9月1日 特賃住宅の入居者を募集します【平

成２９年９月常時公募】（都市整備局

住宅政策課） 

広島県広島市 04_物件情報（公的賃貸住宅等）  

平成29年9月1日 特定公共賃貸住宅、若者定住住宅、

単独定住住宅の入居者を募集します 

山口県岩国市 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年9月1日 平成29年4月体験 愛知県在住 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 02_移住・定住・帰還相談・イベント 03_移住

体験  

平成29年9月1日 平成29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 05_公営住宅の入居募集  

平成29年9月1日 平成29年度 第2回 市営住宅定期

募集住宅一覧 

愛知県一宮市 05_公営住宅の入居募集  

平成29年9月1日 平成29年度第2回(9月)市営住宅入

居者募集 

鹿児島県鹿児島

市 

04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年9月1日 募集します！！「浦添市営住宅空家

待ち入居者募集」について 

沖縄県浦添市 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年9月1日 明石市営住宅入居者募集 兵庫県明石市 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  
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配信日 タイトル 自治体 支援施策のカテゴリー区分 

平成29年9月1日 9/1「八幡浜市空き家バンク」スター

ト！ 

愛媛県八幡浜市 02_移住・定住・帰還相談・イベント  

平成29年9月1日 ☆移住体験ツアー募集中☆ 鳥取県江府町 03_移住体験  

平成29年9月1日 介護保険「住宅改修」「福祉用具購

入」の受領委任払いを始めました 

岐阜県笠松町 04_物件情報（公的賃貸住宅等）  

平成29年9月1日 市有地の随時募集による公売のお知

らせ 

愛知県知多市 04_物件情報（公的賃貸住宅等）  

平成29年9月1日 千代田区賃貸物件による保育所整

備・運営事業者の選定結果の公表 

東京都千代田区 04_物件情報（公的賃貸住宅等）  

平成29年9月1日 伊佐市の土地をお売りします。（８月

10日より先着順に受付） 

鹿児島県伊佐市 04_物件情報（公的賃貸住宅等）  

平成29年9月2日 町営住宅の入居者募集情報を更新

しました｜お知らせ｜北海道弟子屈

町 

北海道弟子屈町 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年9月3日 鳥栖市公式ホームページ｜移住推

進の取組 

佐賀県鳥栖市 02_移住・定住・帰還相談・イベント  

平成29年9月3日 韮崎市持家住宅定住促進助成金に

関する提携住宅ローンのご案内 

山梨県韮崎市 01_移住・定住・帰還支援（補助・助成等）  

平成29年9月4日 「お試し居住」利用者随時募集中！ 岩手県雫石町 03_移住体験  

平成29年9月4日 「住もおか！モオカ」移住相談会in東

京を開催！ 

栃木県真岡市 02_移住・定住・帰還相談・イベント  

平成29年9月4日 「出張！空き家専門相談会」，「空き

家セミナー」のご案内 

徳島県 02_移住・定住・帰還相談・イベント 04_物件

情報（公的賃貸住宅等）  

平成29年9月4日 9月22日締め切り～市営住宅などの

入居者を募集します 

佐賀県唐津市 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年9月4日 オール北海道 移住・定住応援フェア

に出展しました 

北海道森町 02_移住・定住・帰還相談・イベント 03_移住

体験  

平成29年9月4日 まつやま圏域 移住＆お仕事相談会

（in東京）を開催します 

愛媛県松前町 02_移住・定住・帰還相談・イベント  

平成29年9月4日 愛媛ものづくりさんさん都 移住フェ

アのお知らせ 

愛媛県四国中央

市 

02_移住・定住・帰還相談・イベント  

平成29年9月4日 市営住宅について 鹿児島県南九州

市 

04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年9月4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 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年9月4日 町営住宅入居者募集について 秋田県井川町 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年9月4日 町営住宅入居募集について 愛知県美浜町 05_公営住宅の入居募集  

平成29年9月4日 南信州プレミアム移住相談会（@東

京）を開催します 

長野県阿南町 02_移住・定住・帰還相談・イベント 03_移住

体験  

平成29年9月4日 韮崎市持家住宅定住促進助成金に

関する提携住宅ローンのご案内 

山梨県韮崎市 01_移住・定住・帰還支援（補助・助成等）  

平成29年9月4日 行政連携団体等の採用情報につい

て 

徳島県 01_移住・定住・帰還支援（補助・助成等）  

平成29年9月4日 [新着情報]住宅改修等推進事業 登

録事業者一覧を更新しました（8月30

日） 

北海道名寄市 02_移住・定住・帰還相談・イベント 06_改

修・リフォーム  

平成29年9月4日 [お知らせ]「第13回ふるさと回帰フェ

ア2017」に北海道沼田町が出展しま

す 

北海道沼田町 02_移住・定住・帰還相談・イベント  

平成29年9月4日 「ふるさと全国県人会まつり」が名古

屋で開催されます 

長崎県 02_移住・定住・帰還相談・イベント  

平成29年9月4日 住宅のバリアフリー改修工事に伴う固

定資産税（家屋）の減額制度 

神奈川県伊勢原

市 

04_物件情報（公的賃貸住宅等）  

平成29年9月4日 住宅の省エネ改修工事に伴う固定資

産税（家屋）の減額措置 

神奈川県伊勢原

市 

04_物件情報（公的賃貸住宅等）  

平成29年9月4日 平成29年度第1回石巻市公募型買取

市営住宅制度【新蛇田南D地区】事

業者募集 

宮城県石巻市 05_公営住宅の入居募集  

平成29年9月5日 銚子市 千葉県銚子市 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  
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配信日 タイトル 自治体 支援施策のカテゴリー区分 

平成29年9月5日 2017年（平成29年）8月市営住宅募集

抽選結果 

埼玉県戸田市 05_公営住宅の入居募集  

平成29年9月5日 移住相談会in東京を開催！ 栃木県真岡市 02_移住・定住・帰還相談・イベント  

平成29年9月5日 高齢者住宅（シルバーピア）入居者

募集のご案内 

東京都台東区 04_物件情報（公的賃貸住宅等）  

平成29年9月5日 市営住宅の入居者を募集します（抽

選会のお知らせ） 

長崎県島原市 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年9月5日 市営住宅入居者の定期募集 岐阜県多治見市 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年9月5日 市営住宅入居者募集について(9月5

日号) 

鹿児島県いちき

串木野市 

04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年9月5日 住吉団地、田皆第二団地の入居者

募集について 

鹿児島県知名町 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年9月5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 

04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年9月5日 町営住宅の入居者募集（隅川団地・

麓団地） 

愛媛県内子町 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年9月5日 町営住宅入居者募集のお知らせ 福島県会津美里

町 

04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年9月5日 平成29年9月9日(土曜)「地方創生プ

ロジェクト 移住・交流フェア」に参加

します 

宮崎県小林市 02_移住・定住・帰還相談・イベント  

平成29年9月5日 蘭越町移住・定住ネット「秋のマルシ

ェ」開催について 

北海道蘭越町 02_移住・定住・帰還相談・イベント  

平成29年9月5日 移住・定住支援制度 秋田県大仙市 01_移住・定住・帰還支援（補助・助成等） 

02_移住・定住・帰還相談・イベント 04_物件

情報（公的賃貸住宅等） 06_改修・リフォー

ム  

平成29年9月5日 １０月７日「ＵＩＪターン希望者向け合同

企業面接会」開催！ 

大分県 02_移住・定住・帰還相談・イベント  

平成29年9月5日 １１月３日（金曜日・祝日）、４日（土曜

日） 「長野市移住体験ツアー」開催

決定！ 

長野県長野市 02_移住・定住・帰還相談・イベント 03_移住

体験  

平成29年9月5日 移住体験ツアー in南相馬 を実施し

ます 

福島県南相馬市 03_移住体験  

平成29年9月6日 シングルマザー移住支援事業 兵庫県神河町 01_移住・定住・帰還支援（補助・助成等）  

平成29年9月6日 移住・定住をお手伝いします!!（移住

支援制度） 

山梨県都留市 01_移住・定住・帰還支援（補助・助成等）  

平成29年9月6日 空き家バンク登録物件【物件18追加】 栃木県大田原市 04_物件情報（公的賃貸住宅等）  

平成29年9月6日 多世帯での同居・近居を支援します 長野県須坂市 01_移住・定住・帰還支援（補助・助成等） 

04_物件情報（公的賃貸住宅等） 06_改修・

リフォーム  

平成29年9月6日 長野・新潟・富山・石川４県合同移住

フェアを開催します（平成29年10月１

日(日) 東京・有楽町） 

新潟県 02_移住・定住・帰還相談・イベント  

平成29年9月6日 奈良県・奥大和移住セミナーを開催

します 

奈良県 02_移住・定住・帰還相談・イベント  

平成29年9月6日 八代市の移住定住支援メニュー 熊本県八代市 01_移住・定住・帰還支援（補助・助成等）  

平成29年9月6日 「福島県借上げ住宅賃貸借契約に係

る再契約案内の印刷及び封入封緘

業務等委託」の入札公告及び入札説

明書等の掲載について 

福島県 04_物件情報（公的賃貸住宅等）  

平成29年9月6日 入札結果情報（平成２９年９月分） 長崎県西海市 04_物件情報（公的賃貸住宅等）  

平成29年9月7日 ９月の市営住宅募集状況 大分県国東市 05_公営住宅の入居募集  

平成29年9月7日 つくば市移住体験バスツアー参加者

募集！（9月18日締切） 

茨城県つくば市 03_移住体験  

平成29年9月7日 移住お試し住宅 長崎県 03_移住体験  

平成29年9月7日 移住支援住宅の入居者を募集します 高知県四万十町 01_移住・定住・帰還支援（補助・助成等） 

04_物件情報（公的賃貸住宅等）  

平成29年9月7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 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  
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配信日 タイトル 自治体 支援施策のカテゴリー区分 

平成29年9月7日 久留米市：平成29年度第2回市営住

宅等の入居者募集について 

福岡県久留米市 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年9月7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 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年9月7日 市営住宅の新たな入居者募集（ポイ

ント方式）を実施します 

新潟県新潟市 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年9月7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 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年9月7日 南房総市＆鋸南町＆館山市 移住

セミナーを開催します！ 

千葉県館山市 02_移住・定住・帰還相談・イベント  

平成29年9月7日 平成29年度第2期佐世保市営住宅入

居者選考委員会の開催について（平

成29年9月29日開催） 

長崎県佐世保市 04_物件情報（公的賃貸住宅等）  

平成29年9月7日 【9月10日（日曜日）】東京での移住フ

ェアに出展します 

愛媛県西条市 02_移住・定住・帰還相談・イベント  

平成29年9月7日 ながさき移住サポートセンター対馬支

部 

長崎県 02_移住・定住・帰還相談・イベント  

平成29年9月8日 移住定住相談会情報 長崎県 02_移住・定住・帰還相談・イベント 03_移住

体験  

平成29年9月8日 関西の情報を発信するおおさかニュ

ース436号発行 

長崎県 02_移住・定住・帰還相談・イベント  

平成29年9月8日 今月の市営住宅の募集は終了しまし

た。 

福井県越前市 05_公営住宅の入居募集  

平成29年9月8日 市営住宅抽選結果（平成29年9月募

集分） 

鳥取県米子市 05_公営住宅の入居募集  

平成29年9月8日 市営住宅入居者募集中（８月 第１回

目）｜各課のしごと｜秋田県北秋田

市 

秋田県北秋田市 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年9月8日 村営住宅入居希望者募集について 沖縄県東村 05_公営住宅の入居募集  

平成29年9月8日 定住通信Ｖｏ.１１【９／１０ふるさと回帰

フェア参加】 

神奈川県山北町 02_移住・定住・帰還相談・イベント  

平成29年9月8日 利尻町定住・移住・交流セミナー開催

のお知らせ…お知らせ 

北海道利尻町 02_移住・定住・帰還相談・イベント  

平成29年9月8日 空き家バンク 広島県大崎上島

町 

02_移住・定住・帰還相談・イベント 04_物件

情報（公的賃貸住宅等）  

平成29年9月8日 びんご移住体験ツアー（三原・尾道・

福山編）を実施します！ 

広島県福山市 03_移住体験  

平成29年9月8日 住宅のバリアフリー改修工事に伴う固

定資産税（家屋）の減額制度 

神奈川県伊勢原

市 

04_物件情報（公的賃貸住宅等）  

平成29年9月8日 住宅の省エネ改修工事に伴う固定資

産税（家屋）の減額措置 

神奈川県伊勢原

市 

04_物件情報（公的賃貸住宅等）  

平成29年9月9日 平成２９年９月町営住宅（公営住宅）

募集について 

香川県綾川町 05_公営住宅の入居募集  

平成29年9月9日 平成２９年９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 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年9月9日 平成29年度 第2回 市営住宅定期

募集申込状況 

愛知県一宮市 05_公営住宅の入居募集  

平成29年9月10日 市営住宅定期募集を実施します 神奈川県藤沢市 05_公営住宅の入居募集  

平成29年9月11日 【 ＰＦＩ事業 】岩泉町子育て支援住

宅整備事業 

岩手県岩泉町 04_物件情報（公的賃貸住宅等）  

平成29年9月11日 【徳島県石井町】四国暮らしフェア in 

東京 2017 

徳島県石井町 02_移住・定住・帰還相談・イベント  

平成29年9月11日 【徳島県石井町】住んでみんで徳島

で！徳島県移住相談会 in 大阪 

徳島県石井町 02_移住・定住・帰還相談・イベント  

平成29年9月11日 浦添市民住宅にかかる指定管理者

の募集について 

沖縄県浦添市 04_物件情報（公的賃貸住宅等）  

平成29年9月11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 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年9月11日 地方創生プロジェクト｢移住･交流フェ

ア｣に参加しました 

 

宮城県白石市 02_移住・定住・帰還相談・イベント  



45 

配信日 タイトル 自治体 支援施策のカテゴリー区分 

平成29年9月11日 町営住宅入居者の募集について 北海道日高町 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年9月11日 日高町営住宅随時募集のお知らせ 北海道日高町 05_公営住宅の入居募集  

平成29年9月11日 復興公営住宅の入居者の募集のお

知らせ（９月定期募集） 

福島県 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年9月11日 福島県復興公営住宅入居者募集に

ついて（福島県からのお知らせ） 

福島県双葉町 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年9月11日 福島県復興公営住宅入居者募集の

お知らせ 

福島県大熊町 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年9月11日 ＵＩターンフェアへ出展します 島根県安来市 02_移住・定住・帰還相談・イベント  

平成29年9月12日 移住体験バスツアーを開催します！ 兵庫県赤穂市 02_移住・定住・帰還相談・イベント 03_移住

体験  

平成29年9月12日 吉野川市 移住・定住促進情報 徳島県吉野川市 02_移住・定住・帰還相談・イベント  

平成29年9月12日 久留米市：平成29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 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年9月12日 空き家バンク登録物件【貸43】 - 山

梨県 北杜市 

山梨県北杜市 02_移住・定住・帰還相談・イベント  

平成29年9月12日 空き家バンク登録物件【売75】 - 山

梨県 北杜市 

山梨県北杜市 02_移住・定住・帰還相談・イベント  

平成29年9月12日 空き家バンク登録物件【売76】 - 山

梨県 北杜市 

山梨県北杜市 02_移住・定住・帰還相談・イベント  

平成29年9月12日 空き家バンク登録物件【売78】 - 山

梨県 北杜市 

山梨県北杜市 02_移住・定住・帰還相談・イベント  

平成29年9月12日 子育て支援が充実した城里町に移住

しませんか？ 

茨城県城里町 01_移住・定住・帰還支援（補助・助成等）  

平成29年9月12日 住宅の新築(リフォーム)・購入をご検

討されている皆さんへ 

茨城県城里町 04_物件情報（公的賃貸住宅等）  

平成29年9月12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 04_物件情報（公的賃貸住宅等）  

平成29年9月12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 

01_移住・定住・帰還支援（補助・助成等） 

04_物件情報（公的賃貸住宅等）  

平成29年9月12日 平成29年度 第2回 市営住宅定期

募集申込状況 

愛知県一宮市 05_公営住宅の入居募集  

平成29年9月12日 平成29年度市営住宅入居者募集に

ついて 

神奈川県鎌倉市 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年9月13日 【10月22日開催】あったか宮崎ひなた

暮らし移住相談会@大阪を開催しま

す 

宮崎県小林市 02_移住・定住・帰還相談・イベント  

平成29年9月13日 【帰還困難区域の方向け】福島県復

興公営住宅入居者募集（9月定期募

集） 

福島県浪江町 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年9月13日 ほんのり温ったか八戸移住計画支援

事業（H28～） 

青森県八戸市 01_移住・定住・帰還支援（補助・助成等）  

平成29年9月13日 購入または賃借したい方の申し込み

手順 

神奈川県横須賀

市 

04_物件情報（公的賃貸住宅等）  

平成29年9月13日 市営住宅・県営住宅の入居者の募集

は終了しました 

兵庫県赤穂市 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年9月13日 市営住宅のご案内（１０月定期募集） 長野県大町市 05_公営住宅の入居募集  

平成29年9月13日 道営住宅入居者の募集について 北海道奥尻町 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年9月13日 物件No.1（長浦町4丁目）賃貸 神奈川県横須賀

市 

04_物件情報（公的賃貸住宅等）  

平成29年9月13日 土地等売却のお知らせ 石川県輪島市 04_物件情報（公的賃貸住宅等）  

平成29年9月14日 [賃貸]No.158 閑静な住宅街の賃貸

住宅 

長野県小諸市 04_物件情報（公的賃貸住宅等）  

平成29年9月14日 ｢移住者提案型リフォーム事業｣利用

者を1組募集します。※募集期間を延

長します。 

 

 

秋田県八峰町 06_改修・リフォーム  
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平成29年9月14日 【10月14日（土曜日）】長崎県移住相

談会（大阪府開催）に本市も参加しま

す！ 

長崎県南島原市 02_移住・定住・帰還相談・イベント  

平成29年9月14日 10/7・8・9（土・日・月祝）「くまもと移住

相談会」及び「くまもと移住カフェ」開

催のお知らせ！ 

熊本県 02_移住・定住・帰還相談・イベント  

平成29年9月14日 No.158 閑静な住宅街の賃貸住宅 長野県小諸市 04_物件情報（公的賃貸住宅等）  

平成29年9月14日 山梨移住初心者セミナーを開催しま

す 

山梨県中央市 02_移住・定住・帰還相談・イベント  

平成29年9月14日 市営住宅の入居者を募集します 福井県坂井市 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年9月14日 首都圏での対話型交流会「ひらかわ 

わ!わ!わ! 移住トーク＠秋編」開催の

お知らせ 

青森県平川市 02_移住・定住・帰還相談・イベント  

平成29年9月14日 平成29年度第3回 市営住宅入居者

募集 

山形県新庄市 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年9月14日 平成29年度第4回みやぎ移住フェア

に参加します 

宮城県白石市 02_移住・定住・帰還相談・イベント  

平成29年9月14日 北杜市営住宅 個別情報 朝日ヶ丘

団地 - 山梨県 北杜市 

山梨県北杜市 01_移住・定住・帰還支援（補助・助成等）  

平成29年9月14日 10月1日（日）「北陸新幹線沿線4県合

同移住フェア」に出展します 

富山県高岡市 02_移住・定住・帰還相談・イベント  

平成29年9月14日 今年も「琴浦成人＋５式」を開催しま

す！ 

鳥取県琴浦町 02_移住・定住・帰還相談・イベント  

平成29年9月15日 「移住者のつどい」開催について 鹿児島県垂水市 02_移住・定住・帰還相談・イベント  

平成29年9月15日 【台風接近の為、中止になりました】

西播磨暮らしフォーラム＆移住相談

会の開催 

兵庫県佐用町 02_移住・定住・帰還相談・イベント 03_移住

体験  

平成29年9月15日 10/2まで！町営住宅の入居者を募

集します 

岡山県久米南町 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年9月15日 県営住宅の入居者募集 福岡県芦屋町 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年9月15日 市営住宅の入居者を募集（10月募

集） 

岐阜県恵那市 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年9月15日 市営住宅の入居者を募集しています 静岡県湖西市 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年9月15日 市営住宅空家入居者募集の日程に

ついて 

千葉県松戸市 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年9月15日 市営住宅入居者を募集します 静岡県磐田市 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年9月15日 市営住宅入居者定期募集 愛知県豊川市 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年9月15日 市営住宅入居者募集のお知らせ（終

了） 

大阪府箕面市 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年9月15日 市営住宅募集情報(H29.9.15) 岡山県高梁市 05_公営住宅の入居募集  

平成29年9月15日 町営住宅・災害公営住宅入居者公募

について 

福島県広野町 04_物件情報（公的賃貸住宅等）  

平成29年9月15日 町営住宅の入居者募集について（9

月15日登録） 

北海道長沼町 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年9月15日 平成29年9月 市営住宅入居者募集

のお知らせ 

島根県浜田市 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年9月15日 平成29年度審議会等の会議の公開 岩手県洋野町 04_物件情報（公的賃貸住宅等）  

平成29年9月15日 民間賃貸住宅家賃助成の募集につ

いて 

東京都新宿区 04_物件情報（公的賃貸住宅等）  

平成29年9月15日 第1回 くずまき暮らし体験ツアー開

催 

岩手県葛巻町 02_移住・定住・帰還相談・イベント 03_移住

体験  

平成29年9月15日 ”しま”合同企業説明会 in 長崎市の

開催 

長崎県 02_移住・定住・帰還相談・イベント  

平成29年9月15日 平成２９年度江東区民まつり森町ＰＲ

出展について 

 

静岡県森町 02_移住・定住・帰還相談・イベント  



47 

配信日 タイトル 自治体 支援施策のカテゴリー区分 

平成29年9月15日 住宅地図データの賃貸借の入札に

ついて 

栃木県 04_物件情報（公的賃貸住宅等）  

平成29年9月15日 ゼロエネルギー住宅等整備促進事業

補助金は平成29年度から賃貸の共

同住宅や環境管理事業所等補助対

象を拡充しました 

鹿児島県鹿児島

市 

04_物件情報（公的賃貸住宅等）  

平成29年9月16日 平成29年度 第2回 市営住宅定期

募集申込状況 

愛知県一宮市 05_公営住宅の入居募集  

平成29年9月19日 「宮城県賃貸住宅供給促進計画

（案）」に対する御意見の募集につい

て 

宮城県 04_物件情報（公的賃貸住宅等）  

平成29年9月19日 １０月１日（日）とくしま移住セミナー・

個別相談会の開催について 

徳島県 02_移住・定住・帰還相談・イベント  

平成29年9月19日 移住・定住相談窓口｜北海道十勝郡

浦幌町 

北海道浦幌町 02_移住・定住・帰還相談・イベント  

平成29年9月19日 移住を考えている方へ(相談会のお

知らせ) 

山梨県笛吹市 02_移住・定住・帰還相談・イベント  

平成29年9月19日 市営住宅９月期常時募集一覧 広島県三原市 05_公営住宅の入居募集  

平成29年9月19日 住宅確保要配慮者に対する賃貸住

宅の供給促進について 

兵庫県 04_物件情報（公的賃貸住宅等）  

平成29年9月19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 

東京都 04_物件情報（公的賃貸住宅等）  

平成29年9月19日 平成29年度第2回(9月)鹿児島市営

住宅入居者募集(受付延長) 

鹿児島県鹿児島

市 

04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年9月19日 平成29年度第3期賃貸物件を活用し

た保育所（本園）を整備・運営する法

人の公募結果について 

愛知県名古屋市 04_物件情報（公的賃貸住宅等）  

平成29年9月19日 郡上市空家等対策計画 岐阜県郡上市 01_移住・定住・帰還支援（補助・助成等）  

平成29年9月19日 福島県復興支援員（ふくしま復興応

援隊・阿武隈地域）を募集します！ 

福島県 01_移住・定住・帰還支援（補助・助成等）  

平成29年9月19日 11月13日アクロス福岡にて、エコ賃貸

住宅セミナーを開催します。 

福岡県 04_物件情報（公的賃貸住宅等）  

平成29年9月19日 大阪市営住宅附帯駐車場を使用し

た時間貸・月極貸駐車場・カーシェア

リング事業者募集に関する質疑回答

について（都市整備局） 

大阪府大阪市 05_公営住宅の入居募集  

平成29年9月20日 [PDF]【中区・東区・西区・南区】 平

成29年度 第2回 市営住宅定期入居

者募集 

静岡県浜松市 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年9月20日 「市営住宅」入居者を募集します  

【10月募集】 

長野県中野市 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年9月20日 【11月12日】四国暮らしフェア in 東

京 

愛媛県伊方町 02_移住・定住・帰還相談・イベント  

平成29年9月20日 ＜予告＞市営住宅の入居者を募集

します【平成２９年１０月常時公募】

（都市整備局住宅政策課） 

広島県広島市 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年9月20日 ＜予告＞特賃住宅の入居者を募集

します【平成２９年１０月常時公募】

（都市整備局住宅政策課） 

広島県広島市 04_物件情報（公的賃貸住宅等）  

平成29年9月20日 高齢者住宅（シルバーピア）入居者

募集のおしらせ 

東京都台東区 04_物件情報（公的賃貸住宅等）  

平成29年9月20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 04_物件情報（公的賃貸住宅等）  

平成29年9月20日 市営住宅／浜松市 静岡県浜松市 05_公営住宅の入居募集  

平成29年9月20日 市営住宅の10月募集について 長野県安曇野市 05_公営住宅の入居募集  

平成29年9月20日 市営住宅の入居者を募集します。 

 

 

大阪府吹田市 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  
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配信日 タイトル 自治体 支援施策のカテゴリー区分 

平成29年9月20日 市営住宅入居者募集（平成29年10月

分） 

兵庫県丹波市 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年9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 01_移住・定住・帰還支援（補助・助成等） 

04_物件情報（公的賃貸住宅等）  

平成29年9月20日 吹田市営住宅条例の一部改正の骨

子案に対する意見募集結果につい

て 

大阪府吹田市 05_公営住宅の入居募集  

平成29年9月20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 04_物件情報（公的賃貸住宅等）  

平成29年9月20日 被災された方へ 市営住宅入居者募

集を行います 

大分県津久見市 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年9月20日 平成28年度吹田市営住宅条例の一

部改正の骨子案に対する意見募集

について 

大阪府吹田市 05_公営住宅の入居募集  

平成29年9月20日 平成29年度第1回吹田市営住宅入居

者募集 

大阪府吹田市 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年9月20日 えびの市住宅取得定住促進事業 宮崎県えびの市 01_移住・定住・帰還支援（補助・助成等）  

平成29年9月20日 「福島に来て。」頑張る地域応援事業

の２次募集について 

福島県 01_移住・定住・帰還支援（補助・助成等）  

平成29年9月20日 （10月22日開催）天狗王国まつり 栃木県大田原市 02_移住・定住・帰還相談・イベント  

平成29年9月21日 [新着情報]空き家情報 深川一已地

区賃貸住宅物件番号39を掲載しまし

た。 

北海道深川市 04_物件情報（公的賃貸住宅等）  

平成29年9月21日 １０月１日（日曜日）北陸新幹線沿線

長野・新潟・富山・石川４県合同移住

フェア（東京） 

長野県長野市 02_移住・定住・帰還相談・イベント  

平成29年9月21日 昼神住宅入居者募集について 長野県阿智村 04_物件情報（公的賃貸住宅等）  

平成29年9月21日 町営住宅の入居者を募集しています 山口県田布施町 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年9月21日 町営特定公共賃貸住宅の入居者を

募集します 

山口県田布施町 04_物件情報（公的賃貸住宅等）  

平成29年9月21日 平成29年度第1回市営住宅入居者募

集 公開抽選会結果 

北海道旭川市 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年9月21日 行政連携団体等の採用情報につい

て 

徳島県 01_移住・定住・帰還支援（補助・助成等）  

平成29年9月21日 「大好き剣山サミット 田中陽希講演

会」の開催について 

徳島県 02_移住・定住・帰還相談・イベント  

平成29年9月21日 長崎市で「しま」合同企業説明会を開

催します 

長崎県五島市 02_移住・定住・帰還相談・イベント  

平成29年9月21日 ながさき「にこり」第36号(平成29年9

月号) 

長崎県 03_移住体験  

平成29年9月21日 介護保険「住宅改修」「福祉用具購

入」の受領委任払いを始めました 

岐阜県笠松町 04_物件情報（公的賃貸住宅等）  

平成29年9月21日 【申込〆切：11/27】『かごしま移住者

のつどい～2017～ 』開催について 

鹿児島県南九州

市 

02_移住・定住・帰還相談・イベント 03_移住

体験  

平成29年9月22日 【10月6日／東京有楽町】移住出張相

談会を開催します！ 

長野県立科町 02_移住・定住・帰還相談・イベント  

平成29年9月22日 【11月25日(土曜日)ー26日(日曜日)】

西播磨空き家見学バスツアーの開催

について 

兵庫県佐用町 02_移住・定住・帰還相談・イベント 03_移住

体験 04_物件情報（公的賃貸住宅等）  

平成29年9月22日 くまもと移住相談会 熊本県山都町 02_移住・定住・帰還相談・イベント  

平成29年9月22日 にいがたのローカルな魅力セミナー

『イナカのシゴト～仕事を組み合わせ

て生きるムラのローカルライフ』を開催

します（10/29東京・有楽町） 

新潟県 02_移住・定住・帰還相談・イベント  

平成29年9月22日 移住希望者向けの現地見学会を開

催します。 

栃木県大田原市 02_移住・定住・帰還相談・イベント 03_移住

体験  

平成29年9月22日 久留米市：平成29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 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  
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配信日 タイトル 自治体 支援施策のカテゴリー区分 

平成29年9月22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 04_物件情報（公的賃貸住宅等）  

平成29年9月22日 県営住宅入居者募集について 鳥取県智頭町 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年9月22日 公営住宅入居申込について（10月募

集） 

北海道北見市 05_公営住宅の入居募集  

平成29年9月22日 公営住宅豊岡団地の入居者募集に

ついて 

愛媛県松野町 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年9月22日 若者定住促進住宅の入居者募集に

ついて 

愛媛県松野町 04_物件情報（公的賃貸住宅等）  

平成29年9月22日 第6回八峰町お試し移住ツアー開催

決定！！！【平成29年11月3日(金・

祝)～4日(土)】 

秋田県八峰町 02_移住・定住・帰還相談・イベント 03_移住

体験  

平成29年9月22日 町営住宅の入居者募集（家族世帯向 

随時募集） 

東京都大島町 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年9月22日 町営住宅等の空き家情報 H29.9.22 島根県邑南町 05_公営住宅の入居募集  

平成29年9月22日 町営住宅入居者募集 鹿児島県与論町 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年9月22日 和泊町定住促進住宅入居者募集に

ついて 

鹿児島県和泊町 04_物件情報（公的賃貸住宅等）  

平成29年9月25日 やまぐち移住就農セミナーが開催さ

れます 

山口県防府市 02_移住・定住・帰還相談・イベント  

平成29年9月25日 区営住宅の入居者を募集します 東京都目黒区 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年9月25日 県営住宅（支援対象避難者向け）入

居募集のご案内（平成２９年９月２５日

更新） 

福島県 05_公営住宅の入居募集  

平成29年9月25日 県営住宅入居募集のご案内（平成２

９年9月２5日更新） 

福島県 05_公営住宅の入居募集  

平成29年9月25日 県営住宅入居募集のご案内（平成２

９年９月２５日更新） 

福島県 05_公営住宅の入居募集  

平成29年9月25日 市営住宅の10月募集団地 長野県長野市 05_公営住宅の入居募集  

平成29年9月25日 市営住宅の10月募集入居申し込み

方法 

長野県長野市 05_公営住宅の入居募集  

平成29年9月25日 市営住宅入居者募集 茨城県つくばみ

らい市 

04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年9月25日 市営住宅入居者募集 栃木県宇都宮市 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年9月25日 市営住宅入居者募集について 長野県岡谷市 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年9月25日 市営住宅入居者募集一覧（平成29年

10月分） 

鳥取県米子市 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年9月25日 第8回定住自立圏共生ビジョン懇談

会 

静岡県湖西市 02_移住・定住・帰還相談・イベント  

平成29年9月25日 中古住宅購入奨励金交付申請書兼

実績報告書の提出 

静岡県島田市 04_物件情報（公的賃貸住宅等）  

平成29年9月25日 町営住宅入居者募集 島根県邑南町 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年9月25日 南相馬市応急仮設住宅の入居者募

集について（随時受付） 

福島県南相馬市 04_物件情報（公的賃貸住宅等）  

平成29年9月25日 平成29年10月区営住宅（あき家）入

居者募集 

東京都千代田区 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年9月25日 平成29年10月分県営住宅空家入居

募集案内 

千葉県浦安市 05_公営住宅の入居募集  

平成29年9月25日 北海道暮らしフェア2017（大阪会場）

に参加します 

北海道遠別町 02_移住・定住・帰還相談・イベント  

平成29年9月26日 「貝塚市営住宅の有効活用による官

民連携事業」の募集要項（改訂版）の

公表について 

大阪府貝塚市 05_公営住宅の入居募集  

平成29年9月26日 【お知らせ】大中尾棚田火祭りが開催

されます！ 

長崎県 02_移住・定住・帰還相談・イベント 03_移住

体験  
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配信日 タイトル 自治体 支援施策のカテゴリー区分 

平成29年9月26日 【犯罪被害に遭われた方へ】府営住

宅空家特定目的優先入居10月募集 

京都府京田辺市 05_公営住宅の入居募集  

平成29年9月26日 11回落選実績保有者向けの入居者

募集（公営住宅・改良住宅）について

（募集は終了しました）（都市整備局） 

大阪府大阪市 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年9月26日 ちば移住セミナー「日本一の渚 九十

九里浜とくらす」を開催します 

千葉県大網白里

市 

02_移住・定住・帰還相談・イベント  

平成29年9月26日 空き家情報 岩手県雫石町 02_移住・定住・帰還相談・イベント 04_物件

情報（公的賃貸住宅等）  

平成29年9月26日 県営住宅について [建築住宅課 9

月26日] 

青森県 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年9月26日 市営住宅（車いす世帯向け）の入居

者を募集しています 

長崎県大村市 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年9月26日 平成29年10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 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年9月26日 別府市移住支援 山口県下関市で

別府市への移住促進イベント開催！ 

大分県別府市 02_移住・定住・帰還相談・イベント  

平成29年9月26日 【参加企業一部変更】１０月７日「ＵＩＪ

ターン希望者向け合同企業面接会」

開催！ 

大分県 02_移住・定住・帰還相談・イベント  

平成29年9月26日 須賀川市地域優良賃貸住宅整備事

業補助制度のご案内 

福島県須賀川市 04_物件情報（公的賃貸住宅等）  

平成29年9月26日 入札結果情報（平成29年８月９日執

行） 

長野県中野市 04_物件情報（公的賃貸住宅等）  

平成29年9月27日 （10月14日）ながさき漁業伝習所が移

住相談会（大阪）に出展 

長崎県 01_移住・定住・帰還支援（補助・助成等） 

02_移住・定住・帰還相談・イベント  

平成29年9月27日 （12/2～5都内出没！）移住フェア等

出展情報 

秋田県羽後町 02_移住・定住・帰還相談・イベント  

平成29年9月27日 10月20日締め切り～市営住宅などの

入居者を募集します 

佐賀県唐津市 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年9月27日 空き家バンク登録物件一覧 徳島県海陽町 04_物件情報（公的賃貸住宅等）  

平成29年9月27日 高齢者の民間賃貸住宅入居支援制

度 

東京都足立区 04_物件情報（公的賃貸住宅等）  

平成29年9月27日 市営住宅の随時募集の申込手続き 神奈川県横須賀

市 

05_公営住宅の入居募集  

平成29年9月27日 市営住宅の入居者募集について 富山県砺波市 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年9月27日 市営住宅の入居募集について 北海道美唄市 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年9月27日 市営住宅入居者募集（10月分） 兵庫県養父市 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年9月27日 市営住宅入居者募集の抽選結果に

ついて 

大阪府箕面市 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年9月27日 市営住宅入居者募集中（10月） 香川県観音寺市 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年9月27日 都営住宅直接受付募集 東京都昭島市 05_公営住宅の入居募集  

平成29年9月27日 美唄市営住宅のご案内 北海道美唄市 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年9月27日 平成29年10月 町営月京住宅入居者

募集について（〆切：11月1日） 

神奈川県大磯町 04_物件情報（公的賃貸住宅等）  

平成29年9月27日 平成29年10月町営月京住宅入居者

募集について 

神奈川県大磯町 04_物件情報（公的賃貸住宅等）  

平成29年9月27日 民間賃貸住宅のご案内｜くらし｜北

海道喜茂別町 

北海道喜茂別町 04_物件情報（公的賃貸住宅等）  

平成29年9月27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 04_物件情報（公的賃貸住宅等）  

平成29年9月28日 （募集終了）Ｕ・Ｉターン若年夫婦・子

育て世帯の住宅取得を支援します 

福井県福井市 01_移住・定住・帰還支援（補助・助成等）  

平成29年9月28日 【移住相談会情報】7月～10月 縁あ

っていといがわ暮らし 

新潟県糸魚川市 02_移住・定住・帰還相談・イベント  
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配信日 タイトル 自治体 支援施策のカテゴリー区分 

平成29年9月28日 くまもと移住相談会（10/7東京開催）

について 

熊本県氷川町 02_移住・定住・帰還相談・イベント  

平成29年9月28日 空き家バンク登録物件一覧 徳島県海陽町 04_物件情報（公的賃貸住宅等）  

平成29年9月28日 県営・町営住宅入居者募集（H29年

10月分） 

大分県日出町 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年9月28日 市営住宅空家入居者募集について 三重県鳥羽市 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年9月28日 住宅 【生活創造社会につながる豊

かな住生活の実現をめざして】 [建築

住宅課 9月28日] 

青森県 04_物件情報（公的賃貸住宅等）  

平成29年9月28日 青森県賃貸住宅供給促進計画（案）

についての意見募集 [建築住宅課 

9月28日] 

青森県 04_物件情報（公的賃貸住宅等）  

平成29年9月28日 特定公共賃貸住宅空家入居者募集

について 

三重県鳥羽市 04_物件情報（公的賃貸住宅等）  

平成29年9月28日 平成29年10月都営住宅（直接受付）

入居者を募集します 

東京都立川市 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年9月28日 平成29年度第2回（9月）鹿児島市営

住宅入居予定者募集抽せん結果 

鹿児島県鹿児島

市 

05_公営住宅の入居募集  

平成29年9月28日 10/14～15開催「石川県子育て移住

体験ツアー」 

石川県能美市 02_移住・定住・帰還相談・イベント 03_移住

体験  

平成29年9月28日 浄化槽設置費用を助成します（追加

募集） 

大分県臼杵市 04_物件情報（公的賃貸住宅等）  

平成29年9月28日 災害復興住宅融資の無料相談会を

開きます 

福島県大熊町 04_物件情報（公的賃貸住宅等）  

平成29年9月29日 つくば市移住体験バスツアー参加者

募集！（10月10日締切） 

茨城県つくば市 03_移住体験  

平成29年9月29日 空き家バンク登録物件一覧 徳島県海陽町 04_物件情報（公的賃貸住宅等）  

平成29年9月29日 市営住宅（空き住宅）募集 山口県宇部市 05_公営住宅の入居募集  

平成29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 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年9月29日 市営住宅の入居者定期募集につい

て 

栃木県真岡市 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年9月29日 町営住宅の入居募集について 岩手県矢巾町 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年9月29日 町営住宅入居者募集について 熊本県津奈木町 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年9月29日 町営住宅募集について(3DK) 山梨県昭和町 05_公営住宅の入居募集  

平成29年9月29日 平成29年10月分市営住宅一般募集

物件一覧 

福島県郡山市 05_公営住宅の入居募集  

平成29年9月29日 平成29年10月分市営住宅優先募集

物件一覧 

福島県郡山市 05_公営住宅の入居募集  

平成29年9月29日 平成29年5月体験 香川在住 Ｍ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 02_移住・定住・帰還相談・イベント 03_移住

体験  

平成29年9月29日 平成29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29年9月29日開催） 

長崎県佐世保市 04_物件情報（公的賃貸住宅等）  

平成29年9月29日 防府市営住宅入居者募集のお知ら

せ(平成29年10月分) 

山口県防府市 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年9月29日 任期付短時間勤務職員（移住支援業

務）合格者発表 

長崎県五島市 01_移住・定住・帰還支援（補助・助成等）  

平成29年9月29日 平成29年11月3日(金）～11月4日

（土）開催 移住体験ツアーのお知ら

せ 

兵庫県新温泉町 02_移住・定住・帰還相談・イベント 03_移住

体験  

平成29年9月29日 北海道暮らしフェア2017（名古屋会

場）に出展します。 

北海道礼文町 02_移住・定住・帰還相談・イベント  

平成29年9月29日 鳥取県・岡山県連携移住体験ツアー

を開催します（募集期間を延長しまし

た！！） 

鳥取県米子市 02_移住・定住・帰還相談・イベント 03_移住

体験  

平成29年9月29日 市有地売却のお知らせ 熊本県宇城市 04_物件情報（公的賃貸住宅等）  
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配信日 タイトル 自治体 支援施策のカテゴリー区分 

平成29年9月29日 「福島県多世代同居・近居推進事業」

第二回募集終了と抽選会のお知らせ 

福島県 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集 06_改修・リフォーム  

平成29年9月30日 平成29年度 市営住宅入居者募集

（空家）のご案内 

大阪府貝塚市 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年10月1日 「12月１日入居」市営住宅入居者募

集 

岩手県北上市 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年10月1日 【10/11まで】市営住宅募集情報 鳥取県倉吉市 05_公営住宅の入居募集  

平成29年10月1日 １０月の公営住宅募集情報 大分県宇佐市 05_公営住宅の入居募集  

平成29年10月1日 10月分 市営住宅公募について 徳島県鳴門市 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年10月1日 2017年10月栗原市営住宅入居者募

集 

宮城県栗原市 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年10月1日 基町住宅地区の活性化を支援する

若年世帯・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 04_物件情報（公的賃貸住宅等）  

平成29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2日（月曜日）～10月13

日（金曜日）】 

新潟県燕市 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年10月1日 高齢者住宅（シルバーピアのがわ・い

ずみ）入居者の募集 

東京都狛江市 04_物件情報（公的賃貸住宅等）  

平成29年10月1日 高齢者用住宅（福祉住宅）入居者募

集 

東京都三鷹市 04_物件情報（公的賃貸住宅等）  

平成29年10月1日 子育て世代マイホーム購入サポート

事業（住宅購入支援）について 

北海道北広島市 04_物件情報（公的賃貸住宅等）  

平成29年10月1日 市営住宅・特定公共賃貸住宅入居申

込要領 

岐阜県美濃市 04_物件情報（公的賃貸住宅等）  

平成29年10月1日 市営住宅について（空室情報掲載 

10月） 

北海道赤平市 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年10月1日 市営住宅入居の募集をします。 岐阜県土岐市 05_公営住宅の入居募集  

平成29年10月1日 市営住宅入居者の募集について 北海道赤平市 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年10月1日 市営住宅入居者募集 群馬県伊勢崎市 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年10月1日 市営住宅入居者募集 北海道歌志内市 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年10月1日 市営住宅募集 千葉県茂原市 05_公営住宅の入居募集  

平成29年10月1日 町営住宅入居者募集（１０月定期募

集） 

広島県海田町 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年10月1日 町営住宅入居者募集について 奈良県川西町 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年10月1日 定住促進住宅の入居者を募集します 岩手県釜石市 04_物件情報（公的賃貸住宅等）  

平成29年10月1日 被災された方へ 公営住宅入居者募

集を行います 

大分県津久見市 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年10月1日 浪江町営住宅入居者募集 福島県浪江町 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年10月1日 「郷土の文化人」パネル展を開催 兵庫県佐用町 02_移住・定住・帰還相談・イベント  

平成29年10月1日 市営住宅について（空室情報掲載 

12月） 

北海道赤平市 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年10月2日 （予告）市営住宅入居募集 茨城県古河市 05_公営住宅の入居募集  

平成29年10月2日 [新着情報]住宅入居者募集のお知ら

せ 

北海道興部町 04_物件情報（公的賃貸住宅等）  

平成29年10月2日 【募集】10月分の市営住宅入居者を

募集します 

福島県南相馬市 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年10月2日 【募集】災害公営住宅 空き住戸の入

居者を募集します 

福島県南相馬市 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年10月2日 ≪須崎市×本山町≫移住交流相談

会in大阪 （10月21日開催） 

 

 

高知県本山町 02_移住・定住・帰還相談・イベント  
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配信日 タイトル 自治体 支援施策のカテゴリー区分 

平成29年10月2日 沖縄にＵＩターンしたいＩＴエンジニア

のための「沖縄ＩＴ移住ナイト！」の開

催について 

沖縄県 02_移住・定住・帰還相談・イベント  

平成29年10月2日 現在の空き室状況 宮崎県えびの市 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年10月2日 公営住宅の入居者を募集します 新潟県新発田市 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年10月2日 市営あけぼの団地の入居者を募集し

ます 

香川県善通寺市 04_物件情報（公的賃貸住宅等）  

平成29年10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 04_物件情報（公的賃貸住宅等）  

平成29年10月2日 市営住宅の入居者１０月定期募集 岐阜県下呂市 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年10月2日 市営住宅の入居者を募集します【平

成２９年１０月常時公募】（都市整備局

住宅政策課） 

広島県広島市 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年10月2日 市営住宅の入居者募集 京都府宮津市 02_移住・定住・帰還相談・イベント 04_物件

情報（公的賃貸住宅等） 05_公営住宅の入

居募集  

平成29年10月2日 市営住宅の入居者募集 兵庫県加古川市 02_移住・定住・帰還相談・イベント 04_物件

情報（公的賃貸住宅等） 05_公営住宅の入

居募集  

平成29年10月2日 市営住宅第２回定期募集一覧 広島県三原市 05_公営住宅の入居募集  

平成29年10月2日 市営住宅定期募集(10月) 茨城県つくば市 05_公営住宅の入居募集  

平成29年10月2日 市営住宅等入居者募集 和歌山県海南市 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年10月2日 市営住宅入居者の募集について(10

月2日から16日まで) 

山形県長井市 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年10月2日 市営住宅入居者を募集します 福島県二本松市 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年10月2日 市営住宅入居者募集中（１０月 第１

回目）｜各課のしごと｜秋田県北秋

田市 

秋田県北秋田市 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年10月2日 小山市営住宅指定管理者募集 栃木県小山市 05_公営住宅の入居募集  

平成29年10月2日 町営集合住宅【入居者募集中】 福井県池田町 04_物件情報（公的賃貸住宅等）  

平成29年10月2日 町営住宅の入居者を募集します 長野県山ノ内町 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年10月2日 町営住宅の入居者募集について 京都府伊根町 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年10月2日 町営住宅の入居者募集について 兵庫県多可町 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年10月2日 町営住宅等の空き家情報 H29.10.2 島根県邑南町 05_公営住宅の入居募集  

平成29年10月2日 定住促進住宅入居者の募集につい

て(随時) 

山形県長井市 04_物件情報（公的賃貸住宅等）  

平成29年10月2日 添田町町営住宅空家入居募集【随時

募集】 

福岡県添田町 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年10月2日 道営住宅入居募集 北海道美幌町 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年10月2日 特賃住宅の入居者を募集します【平

成２９年１０月常時公募】（都市整備局

住宅政策課） 

広島県広島市 04_物件情報（公的賃貸住宅等）  

平成29年10月2日 平成29年度 市営住宅空家待ち募

集について 

沖縄県うるま市 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年10月2日 平成29年度 第2回 市営住宅定期

募集抽選結果 

愛知県一宮市 05_公営住宅の入居募集  

平成29年10月2日 平成２９年度市営住宅入居補欠者募

集 

愛媛県新居浜市 05_公営住宅の入居募集  

平成29年10月2日 豊浦町に住んで、子育てをしません

か(定住促進住宅入居者募集) 

北海道小平町 04_物件情報（公的賃貸住宅等）  

平成29年10月2日 豊浦町に住んで、子育てをしません

か(定住促進住宅入居者募集) 

北海道豊浦町 04_物件情報（公的賃貸住宅等）  
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配信日 タイトル 自治体 支援施策のカテゴリー区分 

平成29年10月2日 平成２９年度定住外国人等の受入れ

準備講座を開催します（事業者向け） 

群馬県 02_移住・定住・帰還相談・イベント  

平成29年10月2日 地域決定型地方税制特例措置＜通

称：わがまち特例＞について 

神奈川県伊勢原

市 

04_物件情報（公的賃貸住宅等）  

平成29年10月3日 『お試し移住事業』への参加支援 東京都杉並区 01_移住・定住・帰還支援（補助・助成等）  

平成29年10月3日 10/29（日）大阪市、天満橋OMMにて

「くまもと移住相談会」を開催します！ 

熊本県 02_移住・定住・帰還相談・イベント  

平成29年10月3日 10月15日 首都圏移住イベント「青森

の子育てを東京で体験しよう！in 

TURNS」 

青森県八戸市 03_移住体験  

平成29年10月3日 市営住宅：69施設 名称 位置 1 羽

衣団地 

静岡県静岡市 04_物件情報（公的賃貸住宅等）  

平成29年10月3日 市営住宅入居者を募集（応募期限は

10月18日） 

広島県江田島市 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年10月3日 短期で利用できるお試し移住用施設

の御案内（H29.10.3施設追加） 

静岡県南伊豆町 03_移住体験  

平成29年10月3日 町営住宅の入居者を募集します｜く

らし・手続き｜北海道弟子屈町 

北海道弟子屈町 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年10月3日 町営住宅の入居者募集情報を更新

しました｜お知らせ｜北海道弟子屈

町 

北海道弟子屈町 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年10月3日 町営住宅の募集について（１０月） 石川県能登町 05_公営住宅の入居募集  

平成29年10月3日 町営住宅入居者募集について 秋田県井川町 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年10月3日 定住促進住宅「スカイラーク上高橋」

入居者募集受付を開始します。 

福岡県大刀洗町 04_物件情報（公的賃貸住宅等）  

平成29年10月3日 日の出町営住宅入居者を募集します 東京都日の出町 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年10月3日 八尾市空家等対策協議会 大阪府八尾市 04_物件情報（公的賃貸住宅等）  

平成29年10月3日 平成29年11月上旬都営住宅入居者

募集 

東京都足立区 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年10月3日 平成２９年度１０月入札結果 秋田県八峰町 06_改修・リフォーム  

平成29年10月4日 [新着情報]空き家・空き地バンク 深

川一已地区賃貸住宅物件番号40を

掲載しました。 

北海道深川市 04_物件情報（公的賃貸住宅等）  

平成29年10月4日 【お知らせ】大中尾棚田火祭りが開催

されます！ 

長崎県 02_移住・定住・帰還相談・イベント 03_移住

体験  

平成29年10月4日 【徳島県石井町】もう一つのふるさと

探しフェア in 大阪 

徳島県石井町 02_移住・定住・帰還相談・イベント  

平成29年10月4日 市営住宅入居募集 長野県茅野市 05_公営住宅の入居募集  

平成29年10月4日 町営住宅・雇用促進住宅の入居者募

集について 

北海道天塩町 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年10月4日 町営住宅の入居募集について 岩手県矢巾町 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年10月4日 長崎県移住相談会＠大阪 10月14

日 

長崎県 02_移住・定住・帰還相談・イベント  

平成29年10月4日 平成29年9月11回落選実績保有者向

け入居者募集（公営・改良住宅）の応

募状況について（都市整備局） 

大阪府大阪市 04_物件情報（公的賃貸住宅等）  

平成29年10月4日 北杜市営住宅 個別情報 久保団地 山梨県北杜市 01_移住・定住・帰還支援（補助・助成等）  

平成29年10月4日 本山町定住住宅支援整備事業によ

る定住住宅が完成！ 

高知県本山町 01_移住・定住・帰還支援（補助・助成等）  

平成29年10月4日 大川市で[農業＆移住]体験！！ 福岡県大川市 03_移住体験  

平成29年10月4日 第３回合同不動産公売のお知らせ 山梨県甲州市 04_物件情報（公的賃貸住宅等）  

平成29年10月4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 04_物件情報（公的賃貸住宅等）  

平成29年10月4日 平成29年度鳴門市臨時的任用職員

（市営住宅等維持管理補助・作業員）

募集案内について 

徳島県鳴門市 05_公営住宅の入居募集  
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配信日 タイトル 自治体 支援施策のカテゴリー区分 

平成29年10月5日 【入居要件改正】丹波市定住促進住

宅入居者募集について 

兵庫県丹波市 04_物件情報（公的賃貸住宅等）  

平成29年10月5日 ひまわり館（2LDK）入居者の追加募

集のお知らせ 

佐賀県みやき町 04_物件情報（公的賃貸住宅等）  

平成29年10月5日 移住者の受け入れ勉強会を開催しま

す 

愛媛県伊予市 02_移住・定住・帰還相談・イベント  

平成29年10月5日 市営住宅入居者募集について(10月

5日号) 

鹿児島県いちき

串木野市 

04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年10月5日 長崎県移住相談会(大阪開催) 長崎県 02_移住・定住・帰還相談・イベント  

平成29年10月5日 平成29年9月11回落選実績保有者向

け入居者募集（公営・改良住宅）の抽

選結果について（都市整備局） 

大阪府大阪市 04_物件情報（公的賃貸住宅等）  

平成29年10月5日 １１/４（土）～５（日）まち創りに触れる

「なんと移住体験ツアー」を開催！ 

富山県南砺市 02_移住・定住・帰還相談・イベント 03_移住

体験  

平成29年10月5日 第3回 世界ウチナーンチュ学生サミ

ット開催＠名桜大学 

沖縄県浦添市 02_移住・定住・帰還相談・イベント  

平成29年10月5日 (テキスト版)「県からのお知らせ」平成

29年10月5日 

長崎県 02_移住・定住・帰還相談・イベント  

平成29年10月6日 【10月13日金曜開催】小林市単独移

住セミナー@東京を開催します 

宮崎県小林市 02_移住・定住・帰還相談・イベント  

平成29年10月6日 移住に関するセミナーの開催につい

て 

福岡県北九州市 02_移住・定住・帰還相談・イベント  

平成29年10月6日 移住を考えている方へ(相談会のお

知らせ) 

山梨県笛吹市 02_移住・定住・帰還相談・イベント  

平成29年10月6日 今月の市営住宅の募集は終了しまし

た。 

福井県越前市 05_公営住宅の入居募集  

平成29年10月6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 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年10月6日 市営住宅入居者募集（平成29年10

月） 

兵庫県たつの市 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年10月6日 市営南原住宅補充入居者募集 熊本県合志市 04_物件情報（公的賃貸住宅等）  

平成29年10月6日 地域優良賃貸住宅供給促進事業に

ついて 

岩手県 04_物件情報（公的賃貸住宅等）  

平成29年10月6日 町営集合住宅（入居者募集中） 福井県池田町 04_物件情報（公的賃貸住宅等）  

平成29年10月6日 【移住体験交流会】空き家と暮らしを

覗く旅 

新潟県新発田市 02_移住・定住・帰還相談・イベント 03_移住

体験  

平成29年10月6日 移住交流体験ツアーを開催します！ 神奈川県松田町 02_移住・定住・帰還相談・イベント 03_移住

体験  

平成29年10月6日 移住体験モニターツアー参加者の募

集について（9月28日登録） 

北海道長沼町 03_移住体験  

平成29年10月6日 市有地を売却します。 大分県由布市 04_物件情報（公的賃貸住宅等）  

平成29年10月6日 「福島県多世代同居・近居推進事業」

第二回抽選結果のお知らせ 

福島県 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 06_改修・

リフォーム  

平成29年10月7日 １０月の市営住宅募集状況 大分県国東市 05_公営住宅の入居募集  

平成29年10月7日 港町特定公共賃貸住宅 入居者募

集中（内覧会申込受付中） 

新潟県上越市 04_物件情報（公的賃貸住宅等）  

平成29年10月9日 [新着情報]市営住宅（栄町55団地）

の入居者を募集します 

北海道名寄市 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年10月9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 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年10月10日 [重要なお知らせ新着情報]住宅用分

譲地購入者募集のお知らせについ

て 

北海道占冠村 04_物件情報（公的賃貸住宅等）  

平成29年10月10日 「にいがたＵ･Ｉターンフェア2017 ～

新潟の仕事・暮らし・食が見える１日

～」を開催します（11月19日 東京・

有楽町） 

新潟県 02_移住・定住・帰還相談・イベント  

平成29年10月10日 【告知】益田市UIターン者大交流会を

開催します！ 

島根県益田市 02_移住・定住・帰還相談・イベント  

平成29年10月10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 04_物件情報（公的賃貸住宅等）  
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配信日 タイトル 自治体 支援施策のカテゴリー区分 

平成29年10月10日 すぐに購入できる物件 【別府鶴見所

在県有地】 

大分県 04_物件情報（公的賃貸住宅等）  

平成29年10月10日 空き家バンク登録物件【物件19追加】 栃木県大田原市 04_物件情報（公的賃貸住宅等）  

平成29年10月10日 雇用促進住宅の入居者随時募集 長野県大町市 04_物件情報（公的賃貸住宅等）  

平成29年10月10日 市営住宅の家賃について 兵庫県姫路市 04_物件情報（公的賃貸住宅等）  

平成29年10月10日 市営住宅の入居者募集 福井県敦賀市 02_移住・定住・帰還相談・イベント 04_物件

情報（公的賃貸住宅等） 05_公営住宅の入

居募集  

平成29年10月10日 市営住宅へ入居するには 静岡県浜松市 02_移住・定住・帰還相談・イベント 04_物件

情報（公的賃貸住宅等）  

平成29年10月10日 市営住宅抽選結果（平成29年10月募

集分） 

鳥取県米子市 05_公営住宅の入居募集  

平成29年10月10日 特定優良賃貸住宅マンションJewelの

入居者募集 

福井県敦賀市 04_物件情報（公的賃貸住宅等）  

平成29年10月10日 砺波市移住体験ツアーを開催しまし

た 

富山県砺波市 02_移住・定住・帰還相談・イベント 03_移住

体験  

平成29年10月10日 新規出店事業者追加募集 大阪府柏原市 04_物件情報（公的賃貸住宅等）  

平成29年10月11日 「平成29年度住宅確保要配慮者専用

賃貸住宅改修事業」のご案内 

神奈川県横須賀

市 

04_物件情報（公的賃貸住宅等）  

平成29年10月11日 くまもと移住相談会（大阪会場）へ出

展します！ 

熊本県和水町 02_移住・定住・帰還相談・イベント  

平成29年10月11日 県営住宅定期募集の追加受付を実

施します 

愛知県 05_公営住宅の入居募集  

平成29年10月11日 県営住宅入居者の随時募集の実施

について 

徳島県 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年10月11日 県営住宅入居者募集（平成29年度第

3回）について 

徳島県 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年10月11日 平成 29 年度 神戸市移住体験事業

「LIVE LOVE KOBE」 

兵庫県神戸市 02_移住・定住・帰還相談・イベント 03_移住

体験  

平成29年10月11日 平成29年度区営住宅（あき家）募集

抽選結果 

東京都中野区 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年10月11日 北海道ひだか移住相談フェア～まさ

に神秘・ひだかの裏側大公開～（in

東京）を開催します！｜イベント情報

｜浦河町 

北海道浦河町 02_移住・定住・帰還相談・イベント  

平成29年10月11日 福島県定住・二地域居住推進モデル

事業補助金の２次募集について 

福島県 01_移住・定住・帰還支援（補助・助成等）  

平成29年10月11日 「子育て世帯向け移住体験ツアー」を

開催します！！ 

大分県宇佐市 02_移住・定住・帰還相談・イベント 03_移住

体験  

平成29年10月11日 田舎暮らし駒ヶ根推進協議会 長野県駒ヶ根市 02_移住・定住・帰還相談・イベント 03_移住

体験  

平成29年10月11日 南房総市「移住・2地域居住」体験ツ

アー＆トライアルステイ 

千葉県南房総市 03_移住体験  

平成29年10月12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 02_移住・定住・帰還相談・イベント 03_移住

体験  

平成29年10月12日 悪質業者にご注意ください 北海道富良野市 04_物件情報（公的賃貸住宅等）  

平成29年10月12日 移住を考えている方へ(相談会のお

知らせ) 

山梨県笛吹市 02_移住・定住・帰還相談・イベント  

平成29年10月12日 市営住宅 愛知県岡崎市 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年10月12日 市営住宅の10月募集を開始します 山口県柳井市 05_公営住宅の入居募集  

平成29年10月12日 平成29年度第4回みやぎ移住フェア

に参加しました 

宮城県白石市 02_移住・定住・帰還相談・イベント  

平成29年10月12日 米子市移住者交流会を開催しまし

た！（平成29年9月） 

鳥取県米子市 02_移住・定住・帰還相談・イベント  

平成29年10月12日 別府市移住支援 福岡・東京で「お

んせん県おおいた暮らしフェア」開

催！ 

大分県別府市 02_移住・定住・帰還相談・イベント  

平成29年10月12日 市有地随時売却のお知らせ 福井県勝山市 04_物件情報（公的賃貸住宅等）  
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配信日 タイトル 自治体 支援施策のカテゴリー区分 

平成29年10月13日 [新着情報]空き家・空き地バンク 深

川一已地区賃貸アパート物件番号

330,331,332を掲載しました。 

北海道深川市 04_物件情報（公的賃貸住宅等）  

平成29年10月13日 [新着情報]空き家・空き地バンク 深

川一已地区賃貸住宅物件番号

041,042を掲載しました。 

北海道深川市 04_物件情報（公的賃貸住宅等）  

平成29年10月13日 「早川町移住者住宅改修費補助事

業」ページを更新しました。 

山梨県早川町 06_改修・リフォーム  

平成29年10月13日 【10/27（金）東京】とやま暮らしセミナ

ー 移住のどうなの？を知り、なぜ？

を解決する（かもしれない）セミナー 

富山県 02_移住・定住・帰還相談・イベント  

平成29年10月13日 【募集】H30道営住宅等に係る指定管

理者の公募について 

北海道 05_公営住宅の入居募集  

平成29年10月13日 3 すぐに購入できる物件（表2） 熊本県 04_物件情報（公的賃貸住宅等）  

平成29年10月13日 空き家バンク制度 石川県宝達志水

町 

04_物件情報（公的賃貸住宅等）  

平成29年10月13日 市営住宅入居者募集中（１０月 第２

回目）｜各課のしごと｜秋田県北秋

田市 

秋田県北秋田市 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年10月13日 市営住宅募集情報（H29.10.12） 岡山県高梁市 05_公営住宅の入居募集  

平成29年10月13日 西宮市営住宅等住み替え入居者を

募集(10月12日) 

兵庫県西宮市 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年10月13日 町営住宅入居募集について 愛知県美浜町 05_公営住宅の入居募集  

平成29年10月13日 定住促進住宅の入居者を募集 岐阜県恵那市 04_物件情報（公的賃貸住宅等）  

平成29年10月13日 平成29年度 第2回市営住宅一般募

集について 

京都府京田辺市 05_公営住宅の入居募集  

平成29年10月13日 北杜市営住宅 個別情報 中之島団

地 特定公共賃貸住宅 

山梨県北杜市 01_移住・定住・帰還支援（補助・助成等） 

04_物件情報（公的賃貸住宅等）  

平成29年10月13日 【8/4～6】尾花沢暮らし体験ツアー 

開催レポート 

山形県尾花沢市 02_移住・定住・帰還相談・イベント 03_移住

体験  

平成29年10月13日 子育て移住体験モニターツアーの募

集について 

埼玉県桶川市 03_移住体験  

平成29年10月13日 子育て移住体験モニターツアー 参

加者募集のご案内 

埼玉県鴻巣市 03_移住体験  

平成29年10月13日 第4回佐川町移住体験ツアー『Let｀s  

Become！協力隊！汽車でGO!GO!

職場体験ツアー』 

高知県佐川町 03_移住体験  

平成29年10月13日 農業移住体験モニタリングツアー 高知県四万十町 03_移住体験  

平成29年10月14日 村営住宅の入居者を募集します 岩手県田野畑村 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年10月15日 市営住宅の公開抽選による入居者募

集について 

愛知県岡崎市 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年10月15日 町営住宅入居者募集 長野県富士見町 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年10月15日 都営住宅の入居者を募集(平成29年

11月) 

東京都三鷹市 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年10月15日 平成29年11月 区営住宅・都営住宅

地元割当入居者募集のお知らせ 

東京都新宿区 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年10月15日 平成29年度第3回大牟市営住宅入居

者募集について 

福岡県大牟田市 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年10月16日 [新着情報]空き家・空き地バンク 深

川一已地区賃貸アパート物件番号

333,334,335を掲載しました。 

北海道深川市 04_物件情報（公的賃貸住宅等）  

平成29年10月16日 「移住者交流会＠あおもり」が開催さ

れます 

青森県青森市 02_移住・定住・帰還相談・イベント  

平成29年10月16日 【1月20日】岩美移住・交流フェアを開

催します！ 

鳥取県岩美町 02_移住・定住・帰還相談・イベント  

平成29年10月16日 10/31まで！町営住宅の入居者を募

集します 

岡山県久米南町 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年10月16日 １１月５日（日曜日）岡山県・長野県合

同移住相談会（東京） 

長野県長野市 02_移住・定住・帰還相談・イベント  
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配信日 タイトル 自治体 支援施策のカテゴリー区分 

平成29年10月16日 みやぎ移住フェアに参加します 宮城県大郷町 02_移住・定住・帰還相談・イベント  

平成29年10月16日 空き家情報 物件番号28-1-13 【中

心市街地周辺】【丸山地区】【売買】 

長野県飯田市 01_移住・定住・帰還支援（補助・助成等）  

平成29年10月16日 高齢者住宅の入居者募集 東京都小金井市 04_物件情報（公的賃貸住宅等）  

平成29年10月16日 市営住宅先着順申込のご案内 大阪府和泉市 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年10月16日 市営住宅入居募集 茨城県古河市 05_公営住宅の入居募集  

平成29年10月16日 市営住宅入居募集に関すること 埼玉県蕨市 05_公営住宅の入居募集  

平成29年10月16日 住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住

宅登録制度について情報を更新しま

した。 

北海道札幌市 04_物件情報（公的賃貸住宅等）  

平成29年10月16日 朝来市定住促進住宅和田山団地の

入居者を募集します。 

兵庫県朝来市 04_物件情報（公的賃貸住宅等）  

平成29年10月16日 町営住宅等の空き家情報 

H29.10.16 

島根県邑南町 05_公営住宅の入居募集  

平成29年10月16日 入居者を募集します（随時募集住宅） 長崎県島原市 04_物件情報（公的賃貸住宅等）  

平成29年10月16日 入居者募集 高齢者住宅 ジョイハウ

スたまがわ 

東京都稲城市 04_物件情報（公的賃貸住宅等）  

平成29年10月16日 「ボケない大阪UIJターンプロジェクト」

ウェブサイトのリニューアル及び「ホン

ネで話せる夜の合説」の開催につい

て 

大阪府 02_移住・定住・帰還相談・イベント  

平成29年10月16日 子育て移住体験モニターツアーの募

集について 

埼玉県伊奈町 03_移住体験  

平成29年10月16日 空き店舗調査結果について 北海道美幌町 04_物件情報（公的賃貸住宅等）  

平成29年10月16日 市有地の売却について（南砺市二日

町地内） 

富山県南砺市 04_物件情報（公的賃貸住宅等）  

平成29年10月16日 市有地の売却情報（ただいま公募中

の物件情報） 

富山県南砺市 04_物件情報（公的賃貸住宅等）  

平成29年10月16日 入札結果情報（平成２９年１０月分） 長崎県西海市 04_物件情報（公的賃貸住宅等）  

平成29年10月17日 「中日ビル移住相談デスク（名古屋・

栄）」に出展 

岐阜県 01_移住・定住・帰還支援（補助・助成等） 

02_移住・定住・帰還相談・イベント  

平成29年10月17日 「農」をテーマにしたセミナーを開催し

ました 

福島県郡山市 02_移住・定住・帰還相談・イベント  

平成29年10月18日 「だいせんライフ」移住者ネットワーク

交流会 

秋田県大仙市 02_移住・定住・帰還相談・イベント 03_移住

体験  

平成29年10月18日 空き家バンク - まちづくり 福島県南会津町 01_移住・定住・帰還支援（補助・助成等） 

04_物件情報（公的賃貸住宅等） 06_改修・

リフォーム  

平成29年10月18日 公営住宅入居申込について（10月募

集 抽選結果） 

北海道北見市 05_公営住宅の入居募集  

平成29年10月18日 市営住宅入居者を募集（横須・土井

久団地） 

兵庫県宍粟市 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年10月18日 住宅確保要配慮者の入居を拒まない

賃貸住宅の登録制度について 

広島県 04_物件情報（公的賃貸住宅等）  

平成29年10月18日 神戸市営住宅の入居者募集につい

て（11月定時募集） 

兵庫県神戸市 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年10月18日 別府に移住された方の体験談を更新

しました 

大分県別府市 03_移住体験  

平成29年10月18日 北杜市営住宅 個別情報 さつき団

地Ｂ棟 

山梨県北杜市 01_移住・定住・帰還支援（補助・助成等）  

平成29年10月18日 お試し移住体験の参加者を募集しま

す。（子育て世帯限定）を更新しまし

た。 

秋田県にかほ市 03_移住体験  

平成29年10月19日 「ひょうご北部移住＆しごとフェア

2017」を開催します（大阪市） 

兵庫県 02_移住・定住・帰還相談・イベント  

平成29年10月19日 【募集中！】京都府丹後・兵庫県但馬

合同移住セミナーを開催します（大阪

市） 

兵庫県 02_移住・定住・帰還相談・イベント  

平成29年10月19日 11/17(金)・18(土)今年度最大規模の

「くまもと移住フェア」を開催します！ 

熊本県 02_移住・定住・帰還相談・イベント  
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平成29年10月19日 くまもと移住相談会（10/29大阪開催）

について 

熊本県氷川町 02_移住・定住・帰還相談・イベント  

平成29年10月19日 県営住宅入居者募集（申込受付） 福島県 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年10月19日 若い夫婦の移住・定住を応援しま

す！ 

長野県駒ヶ根市 01_移住・定住・帰還支援（補助・助成等） 

04_物件情報（公的賃貸住宅等）  

平成29年10月19日 北杜市営住宅 個別情報 みさき団

地 

山梨県北杜市 01_移住・定住・帰還支援（補助・助成等）  

平成29年10月19日 北杜市営住宅 個別情報 やまなみ

団地（八ヶ嶺棟） 

山梨県北杜市 01_移住・定住・帰還支援（補助・助成等）  

平成29年10月19日 【イベント】魅力体感！とくしま移住体

験ツアー事前セミナー（東京） 

徳島県 02_移住・定住・帰還相談・イベント 03_移住

体験  

平成29年10月19日 中島村移住定住体験ツアー参加者

募集！！！ 

福島県中島村 03_移住体験  

平成29年10月20日 「富良野市IJU（移住）相談会」を開催

します 

北海道富良野市 02_移住・定住・帰還相談・イベント 03_移住

体験  

平成29年10月20日 『えひめ西条！移住応援大使』就任

式を開催しました！ 

愛媛県西条市 02_移住・定住・帰還相談・イベント  

平成29年10月20日 ＜予告＞市営住宅の入居者を募集

します【平成２９年１１月常時公募】

（都市整備局住宅政策課） 

広島県広島市 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年10月20日 ＜予告＞特賃住宅の入居者を募集

します【平成２９年１１月常時公募】

（都市整備局住宅政策課） 

広島県広島市 04_物件情報（公的賃貸住宅等）  

平成29年10月20日 たけなかの里住宅の入居者を募集し

ます 

大分県大分市 04_物件情報（公的賃貸住宅等）  

平成29年10月20日 県営住宅（市内）の入居募集が再開

されます 

兵庫県篠山市 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年10月20日 県営住宅入居者募集について 鳥取県智頭町 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年10月20日 市営住宅（空家）の入居者を募集しま

す（平成29年11月8日～11月10日） 

滋賀県大津市 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年10月20日 市営住宅のご案内（10月・11月随時

募集） 

長野県大町市 05_公営住宅の入居募集  

平成29年10月20日 市営住宅の入居者募集（平成２９年１

１月) 

兵庫県篠山市 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年10月20日 市営住宅等の入居者を募集します

（１１月） 

大分県大分市 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年10月20日 住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住

宅登録制度を更新しました 

北海道札幌市 04_物件情報（公的賃貸住宅等）  

平成29年10月20日 勝浦市営住宅入居者募集 千葉県勝浦市 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年10月20日 新たな住宅セーフティネット制度の創

設に伴う住宅確保要配慮者円滑入

居賃貸住宅の登録手続き等に関する

窓口の開設について（都市計画局） 

京都府京都市 04_物件情報（公的賃貸住宅等）  

平成29年10月20日 町営住宅の入居者募集について（10

月16日登録） 

北海道長沼町 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年10月20日 都営住宅（江戸川区地元割当）入居

者の募集概要 

東京都江戸川区 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年10月20日 平成29年11月下旬都営住宅地元割

当（家族向）・区営住宅（家族向・定期

使用住宅）入居者募集 

東京都足立区 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年10月20日 平成29年度 第2回市営住宅一般募

集について 

京都府京田辺市 05_公営住宅の入居募集  

平成29年10月20日 北海道暮らしフェア2017（東京会場）

に出展します。 

北海道礼文町 02_移住・定住・帰還相談・イベント  

平成29年10月20日 市営住宅入居者募集【期間10月20日

(金曜日)～31日(火曜日)】 

長野県駒ヶ根市 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年10月21日 平成29年11月都営住宅入居者募集 東京都葛飾区 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  
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配信日 タイトル 自治体 支援施策のカテゴリー区分 

平成29年10月23日 [お知らせ]新たな住宅セーフティネッ

ト制度について（住宅確保要配慮者

円滑入居賃貸住宅の登録等） 

東京都八王子市 04_物件情報（公的賃貸住宅等）  

平成29年10月23日 [トピックス新着情報]トマム地区での

移住体験モニターを募集していま

す！ 

北海道占冠村 03_移住体験  

平成29年10月23日 [新着情報]空き家・空き地バンク 深

川一已地区賃貸アパート物件番号

336を掲載しました。 

北海道深川市 04_物件情報（公的賃貸住宅等）  

平成29年10月23日 「安曇野暮らしセミナー(大阪会場)」

を開催します。 

長野県安曇野市 02_移住・定住・帰還相談・イベント  

平成29年10月23日 【11月18日（土曜日）】熊本移住フェ

アに出展します！ 

熊本県長洲町 02_移住・定住・帰還相談・イベント  

平成29年10月23日 【12月開催分】「香川移住相談会in大

阪」開催のお知らせ 

香川県 02_移住・定住・帰還相談・イベント  

平成29年10月23日 【9/9】地方創生プロジェクト 移住交

流フェア出展レポート 

山形県尾花沢市 02_移住・定住・帰還相談・イベント  

平成29年10月23日 11月11日(土)･12日(日)に東京で移

住相談会を開催します！ 

北海道新ひだか

町 

02_移住・定住・帰還相談・イベント 03_移住

体験  

平成29年10月23日 かごしま移住者のつどい2017が開催

されます 

鹿児島県瀬戸内

町 

02_移住・定住・帰還相談・イベント  

平成29年10月23日 市営住宅の募集のお知らせ(平成29

年度) 

大阪府東大阪市 05_公営住宅の入居募集  

平成29年10月23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 

01_移住・定住・帰還支援（補助・助成等） 

04_物件情報（公的賃貸住宅等）  

平成29年10月23日 都営住宅入居者募集の案内・申込書

（家族向・単身者向）を配布します 

東京都中野区 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年10月23日 平成29年度第2回（10月分）市営住宅

空家募集抽選結果 

千葉県松戸市 05_公営住宅の入居募集  

平成29年10月23日 平成29年度第3回青森市営住宅入居

者選考委員会を開催します 

青森県青森市 04_物件情報（公的賃貸住宅等）  

平成29年10月23日 北海道移住まるごと体験モニター 参

加者募集 

北海道大空町 03_移住体験  

平成29年10月23日 平成２９年度 北海道ふるさとワーキ

ングホリデー事業【冬季】 参加企業

募集について 

北海道富良野市 03_移住体験  

平成29年10月24日 【10/14】やまがたハッピーライフカフ

ェ 開催レポート 

山形県尾花沢市 02_移住・定住・帰還相談・イベント  

平成29年10月24日 【9/10】ふるさと回帰フェア出展レポ

ート 

山形県尾花沢市 02_移住・定住・帰還相談・イベント  

平成29年10月24日 移住イベント「前橋で”自分らしく”暮

らすことを選んだ移住者トーク」を開

催します 

群馬県前橋市 02_移住・定住・帰還相談・イベント  

平成29年10月24日 公営住宅入居申込について（11月募

集） 

北海道北見市 05_公営住宅の入居募集  

平成29年10月24日 新たな住宅セーフティネット制度の施

行に伴い住宅確保用配慮者向け賃

貸住宅の登録制度が始まります。 

山梨県 04_物件情報（公的賃貸住宅等）  

平成29年10月24日 平成29年度御坊市営住宅入居者の

公募について 

和歌山県御坊市 04_物件情報（公的賃貸住宅等）  

平成29年10月24日 平成29年度市営住宅（親子近居住

宅・子育て世帯向け住宅・単身者向

け住宅・一般世帯向け住宅）の入居

者募集について（都市整備局） 

大阪府大阪市 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年10月24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 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年10月24日 【移住体験ツアー参加者募集】平成２

９年１１月１８日（土）～１９日（日）やま

がた暮らし体験ツアー北村山コース

「食と農」を開催します！ 

 

山形県尾花沢市 02_移住・定住・帰還相談・イベント 03_移住

体験  
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配信日 タイトル 自治体 支援施策のカテゴリー区分 

平成29年10月25日 「住宅確保要配慮者の入居を拒まな

い賃貸住宅」の登録を開始（2017年

10月25日） 

神奈川県横須賀

市 

04_物件情報（公的賃貸住宅等）  

平成29年10月25日 １１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 02_移住・定住・帰還相談・イベント  

平成29年10月25日 セーフティネット住宅（住宅確保要配

慮者円滑入居賃貸住宅） 

神奈川県川崎市 04_物件情報（公的賃貸住宅等）  

平成29年10月25日 セーフティネット住宅の登録制度が創

設されました（都市整備局） 

大阪府大阪市 04_物件情報（公的賃貸住宅等）  

平成29年10月25日 県営住宅（支援対象避難者向け）入

居募集のご案内（平成２９年１０月２５

日更新） 

福島県 05_公営住宅の入居募集  

平成29年10月25日 県営住宅入居募集のご案内（平成２

９年１０月２５日更新） 

福島県 05_公営住宅の入居募集  

平成29年10月25日 市営住宅の11月募集団地 長野県長野市 05_公営住宅の入居募集  

平成29年10月25日 市営住宅の11月募集入居申し込み

方法 

長野県長野市 05_公営住宅の入居募集  

平成29年10月25日 市営住宅の入居者を募集します 鹿児島県霧島市 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年10月25日 市営住宅の入居者募集について 茨城県下妻市 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年10月25日 市営住宅入居者募集 栃木県宇都宮市 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年10月25日 市営住宅入居者募集 富山県南砺市 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年10月25日 市営住宅入居者募集一覧（平成29年

11月分） 

鳥取県米子市 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年10月25日 住宅 【生活創造社会につながる豊

かな住生活の実現をめざして】 [建築

住宅課 10月25日] 

青森県 04_物件情報（公的賃貸住宅等）  

平成29年10月25日 住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住

宅 

神奈川県相模原

市 

04_物件情報（公的賃貸住宅等）  

平成29年10月25日 住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住

宅（セーフティネット住宅） 

愛知県名古屋市 04_物件情報（公的賃貸住宅等）  

平成29年10月25日 住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住

宅（セーフティネット住宅）登録制度 

愛知県名古屋市 04_物件情報（公的賃貸住宅等）  

平成29年10月25日 住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住

宅の登録オーナーを募集します 

宮崎県 04_物件情報（公的賃貸住宅等）  

平成29年10月25日 住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住

宅事業の登録について 

新潟県 04_物件情報（公的賃貸住宅等）  

平成29年10月25日 住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住

宅事業の登録制度について 

山口県下関市 04_物件情報（公的賃貸住宅等）  

平成29年10月25日 住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住

宅事業登録制度について 

熊本県 04_物件情報（公的賃貸住宅等）  

平成29年10月25日 住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住

宅登録制度（新たな住宅セーフティ

ネット制度）が始まりました 

新潟県新潟市 04_物件情報（公的賃貸住宅等）  

平成29年10月25日 住宅確保要配慮者向け賃貸住宅に

ついて [建築住宅課 10月25日] 

青森県 04_物件情報（公的賃貸住宅等）  

平成29年10月25日 信州駒ヶ根「晩秋」体感2017 参加者

募集！ 

長野県駒ヶ根市 02_移住・定住・帰還相談・イベント 03_移住

体験  

平成29年10月25日 町営住宅の入居募集について 岩手県矢巾町 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年10月25日 平成29年11月都営住宅入居者を募

集します 

東京都立川市 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年10月25日 平成29年度第3回空家募集のご案内

（市営住宅） 

福島県会津若松

市 

04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年10月25日 米子市移住セミナーin東京！開催し

ます！！（平成29年12月10日） 

 

鳥取県米子市 02_移住・定住・帰還相談・イベント  
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平成29年10月25日 用地登録制度 ～ 用地情報一覧 千葉県酒々井町 04_物件情報（公的賃貸住宅等）  

平成29年10月25日 平成29年度の入札結果 岐阜県垂井町 04_物件情報（公的賃貸住宅等）  

平成29年10月26日 「十和田市移住フォーラム第２弾 ～

移住女子会 私らしい暮らしを考える

～」を開催します 

青森県十和田市 02_移住・定住・帰還相談・イベント  

平成29年10月26日 セーフティネット住宅について 徳島県 04_物件情報（公的賃貸住宅等）  

平成29年10月26日 セーフティネット住宅の登録について

【賃貸人の方へ：登録・変更につい

て】 

徳島県 04_物件情報（公的賃貸住宅等）  

平成29年10月26日 沖縄移住あこれこゆんたく会in大阪

（11月5日開催）への出展について 

沖縄県渡名喜村 02_移住・定住・帰還相談・イベント  

平成29年10月26日 市営住宅の入居者を募集します 岩手県奥州市 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年10月26日 市営住宅の入居者募集（11月） 山口県下関市 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年10月26日 第6回八峰町お試し移住ツアー開催

決定！！！【平成29年11月3日(金・

祝)～4日(土)】※応募状況により、中

止となりました。 

秋田県八峰町 02_移住・定住・帰還相談・イベント 03_移住

体験  

平成29年10月26日 町営住宅入居者募集【募集期間

H29.10.26～H29.11.9】 

秋田県八峰町 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年10月26日 都営住宅の入居者を募集します 東京都東久留米

市 

04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年10月26日 北海道暮らしフェアへの参加 北海道美幌町 02_移住・定住・帰還相談・イベント 03_移住

体験  

平成29年10月26日 「子育て世帯向け移住体験ツアー」を

開催します！！（募集は終了しまし

た） 

大分県宇佐市 02_移住・定住・帰還相談・イベント 03_移住

体験  

平成29年10月27日 （仮称）子育て支援住宅の入居者募

集開始日について 

茨城県北茨城市 04_物件情報（公的賃貸住宅等）  

平成29年10月27日 「第4回うすきフェアin農民カフェ」 を

開催します 

大分県臼杵市 02_移住・定住・帰還相談・イベント  

平成29年10月27日 【ブース出展】平成２９年１１月１９日地

域の魅力発信＆移住交流フェアに出

展します。 

山形県尾花沢市 02_移住・定住・帰還相談・イベント  

平成29年10月27日 【移住相談会開催】平成29年12月9日

（土） おばなざわ暮らしセミナーin東

京を開催します！！ 

山形県尾花沢市 02_移住・定住・帰還相談・イベント  

平成29年10月27日 【移住相談会情報】7月～11月 縁あ

っていといがわ暮らし 

新潟県糸魚川市 02_移住・定住・帰還相談・イベント  

平成29年10月27日 11月19日「にいがたU・Iターンフェア

2017～にいがたの仕事・暮らし・食が

見える1日～（東京交通会館）」に出

展します！ 

新潟県阿賀野市 02_移住・定住・帰還相談・イベント  

平成29年10月27日 鬼の里Ｕターンプラザ現地見学会開

催のご案内 - イベント情報局 

京都府福知山市 02_移住・定住・帰還相談・イベント  

平成29年10月27日 鬼の里Ｕターンプラザ現地見学会開

催のご案内 - お知らせ 

京都府福知山市 02_移住・定住・帰還相談・イベント  

平成29年10月27日 京丹波町移住・定住出張相談会の開

催について 

京都府京丹波町 02_移住・定住・帰還相談・イベント  

平成29年10月27日 山梨移住初心者セミナーを開催しま

す 

山梨県中央市 02_移住・定住・帰還相談・イベント  

平成29年10月27日 子育て応援住宅入居者募集中！ 山形県真室川町 04_物件情報（公的賃貸住宅等）  

平成29年10月27日 市営住宅への入居者募集・申し込み

手続き 

神奈川県南足柄

市 

04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年10月27日 市営住宅入居者募集(11月募集) 愛媛県八幡浜市 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年10月27日 市営住宅入居定期募集（平成29年11

月） 

 

 

北海道釧路市 05_公営住宅の入居募集  
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配信日 タイトル 自治体 支援施策のカテゴリー区分 

平成29年10月27日 第2回 八戸圏域  移住者交流会

「半都半邑(はんとはんゆう)の楽しさ」

開催のお知らせ 

青森県八戸市 02_移住・定住・帰還相談・イベント  

平成29年10月27日 町営住宅入居者募集（H29年11月

分） 

大分県日出町 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年10月27日 平成29年11月都営住宅入居者募集 東京都小金井市 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年10月27日 平成２９年度第２回町営住宅入居者

募集 

北海道七飯町 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年10月27日 連結送水管改修工事の入札者公募 京都府精華町 05_公営住宅の入居募集  

平成29年10月29日 子育て・障害者・高齢者世帯等を対

象とした住まい探し相談会を開催しま

す。 

大阪府堺市 04_物件情報（公的賃貸住宅等）  

平成29年10月30日 会議開催のお知らせ（平成29年度大

磯町営住宅入居者選考委員会） 

神奈川県大磯町 04_物件情報（公的賃貸住宅等）  

平成29年10月30日 高齢者住宅（シルバーピア）入居者

募集の抽せん結果について 

東京都台東区 04_物件情報（公的賃貸住宅等）  

平成29年10月30日 市営住宅の入居者１１月定期募集 岐阜県下呂市 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年10月30日 市営住宅の入居者を募集します 鳥取県境港市 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年10月30日 市営住宅入居者募集 愛媛県宇和島市 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年10月30日 村営賃貸住宅の入居者を募集してい

ます。｜新着情報｜豊丘村 

長野県豊丘村 04_物件情報（公的賃貸住宅等）  

平成29年10月30日 大蔵村子育て支援住宅「どんぐり」入

居者募集！ 

山形県大蔵村 04_物件情報（公的賃貸住宅等）  

平成29年10月30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 

04_物件情報（公的賃貸住宅等）  

平成29年10月30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 

04_物件情報（公的賃貸住宅等）  

平成29年10月30日 北杜市営住宅 個別情報 明野ひま

わり団地 

山梨県北杜市 01_移住・定住・帰還支援（補助・助成等）  

平成29年10月31日 （仮称）子育て支援住宅の入居者を

募集します 

茨城県北茨城市 04_物件情報（公的賃貸住宅等）  

平成29年10月31日 ◇◆平成29年度 市営住宅入居者

募集（第4回）◆◇ 

山形県尾花沢市 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年10月31日 市営住宅の入居者募集について 富山県砺波市 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年10月31日 町営・町有住宅の入居者募集｜お知

らせ（新着情報）｜那珂川町 

栃木県那珂川町 04_物件情報（公的賃貸住宅等）  

平成29年10月31日 町営住宅入居者募集のご案内 三重県南伊勢町 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年10月31日 都営住宅入居者募集 東京都東村山市 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年10月31日 読谷村営住宅入居者募集のお知ら

せ 

沖縄県読谷村 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年10月31日 平成29年11月分市営住宅一般募集

物件一覧 

福島県郡山市 05_公営住宅の入居募集  

平成29年10月31日 平成29年11月分市営住宅優先募集

物件一覧 

福島県郡山市 05_公営住宅の入居募集  

平成29年10月31日 平成29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 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年10月31日 民間賃貸住宅家賃助成公開抽せん

会結果 

東京都新宿区 04_物件情報（公的賃貸住宅等）  

平成29年10月31日 臨時職員を募集します 北海道美幌町 05_公営住宅の入居募集  

平成29年10月31日 びんご移住体験ツアー（三原・尾道・

福山編）参加者募集中です！ 

広島県福山市 03_移住体験  

平成29年10月31日 登録 NO13 登録内容 売却 賃貸 

どちらでも可 空き家所在地 

 

山形県天童市 04_物件情報（公的賃貸住宅等）  
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配信日 タイトル 自治体 支援施策のカテゴリー区分 

平成29年11月1日 [新着情報]住宅入居者募集のお知ら

せ 

北海道興部町 04_物件情報（公的賃貸住宅等）  

平成29年11月1日 「歳をとるとアパートが借りにく

い？！」高齢者の賃貸住宅探し『しづ

らさ』を『しやすさ』に（産業商工会館） 

東京都杉並区 04_物件情報（公的賃貸住宅等）  

平成29年11月1日 「子育て世帯向け移住体験モニター

ツアー」の参加者を募集します！！

（随時） 

大分県宇佐市 03_移住体験  

平成29年11月1日 【12月2日（土曜日）】松本・塩尻・安曇

野 三市合同セミナーを開催します 

長野県安曇野市 02_移住・定住・帰還相談・イベント  

平成29年11月1日 【募集】11月分の市営住宅入居者を

募集します 

福島県南相馬市 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年11月1日 【募集】災害公営住宅 空き住戸の入

居者を募集します 

福島県南相馬市 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年11月1日 １１月１１日開催の北海道暮らしフェ

ア（東京会場）に出展！ 

北海道月形町 02_移住・定住・帰還相談・イベント  

平成29年11月1日 11月12日定住相談会を開催します

(三ノ宮) 

兵庫県赤穂市 02_移住・定住・帰還相談・イベント  

平成29年11月1日 11月20日締め切り～市営住宅などの

入居者を募集します 

佐賀県唐津市 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年11月1日 １１月７日開催の北海道暮らしフェア

（東京会場）に出展！ 

北海道月形町 02_移住・定住・帰還相談・イベント  

平成29年11月1日 １１月の公営住宅募集情報 大分県宇佐市 05_公営住宅の入居募集  

平成29年11月1日 11月都営住宅入居者の募集 東京都昭島市 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年11月1日 2017年11月栗原市営住宅入居者募

集 

宮城県栗原市 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年11月1日 ２０１７年度市営住宅１１月期定期募

集のお知らせ 

広島県福山市 05_公営住宅の入居募集  

平成29年11月1日 移住相談会を開催いたします 茨城県常陸太田

市 

02_移住・定住・帰還相談・イベント  

平成29年11月1日 栗原市営住宅入居者募集（常時募

集） 

宮城県栗原市 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年11月1日 現在の空き室状況 宮崎県えびの市 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29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（水曜日）～11月15

日（水曜日）】 

新潟県燕市 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年11月1日 公営住宅の入居者募集について 鳥取県八頭町 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29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 04_物件情報（公的賃貸住宅等）  

平成29年11月1日 市営住宅11月募集のご案内：熊谷市

ホームページ 

埼玉県熊谷市 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年11月1日 市営住宅について（空室情報掲載 

11月） 

北海道赤平市 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年11月1日 市営住宅の入居者を募集します 茨城県行方市 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年11月1日 市営住宅の入居者を募集します【平

成２９年１１月常時公募】（都市整備局

住宅政策課） 

広島県広島市 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年11月1日 市営住宅の入居者を募集します【平

成２９年１１月定期公募】（都市整備局

住宅政策課） 

広島県広島市 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年11月1日 市営住宅の入居者募集 神奈川県茅ヶ崎

市 

02_移住・定住・帰還相談・イベント 04_物件

情報（公的賃貸住宅等） 05_公営住宅の入

居募集  

平成29年11月1日 市営住宅の入居者募集（１１月募集） 山口県萩市 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年11月1日 市営住宅の募集は終了しました 

 

山口県柳井市 05_公営住宅の入居募集  



65 

配信日 タイトル 自治体 支援施策のカテゴリー区分 

平成29年11月1日 市営住宅随時募集のご案内：熊谷市

ホームページ 

埼玉県熊谷市 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年11月1日 市営住宅入居者12月募集 長野県小諸市 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年11月1日 市営住宅入居者募集 北海道歌志内市 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年11月1日 市営住宅入居者募集（平成29年11月

募集） 

山口県長門市 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年11月1日 市営住宅入居者募集について 佐賀県嬉野市 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年11月1日 市営住宅入居者募集情報 北海道江別市 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年11月1日 市営住宅入居者募集中（１１月 第１

回目）｜各課のしごと｜秋田県北秋

田市 

秋田県北秋田市 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年11月1日 市営住宅募集 千葉県茂原市 05_公営住宅の入居募集  

平成29年11月1日 市有物件（土地）の購入希望者を募

集します。（高岡市五十里東町201

番） 

富山県高岡市 04_物件情報（公的賃貸住宅等）  

平成29年11月1日 首都圏での対話型交流会「ひらかわ 

わ!わ!わ! 暮らしのセミナー＠仙台

編」開催のお知らせ 

青森県平川市 02_移住・定住・帰還相談・イベント  

平成29年11月1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 04_物件情報（公的賃貸住宅等）  

平成29年11月1日 吹田市営住宅条例の一部改正の骨

子案に対する意見募集について 

大阪府吹田市 05_公営住宅の入居募集  

平成29年11月1日 生駒市営住宅の入居者を募集 奈良県生駒市 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年11月1日 千曲市三世代同居近居促進事業補

助金のご案内 

長野県千曲市 04_物件情報（公的賃貸住宅等）  

平成29年11月1日 村営住宅入居者募集 長野県南箕輪村 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年11月1日 地方自治法施行70周年記念「地域の

魅力発信＆移住交流フェア」への参

加について 

福島県喜多方市 02_移住・定住・帰還相談・イベント  

平成29年11月1日 町営外原住宅に２件の空室がありま

す。平成29年度町営住宅の入居者

募集開始。 

静岡県清水町 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年11月1日 町営住宅11月入居者募集 宮城県大和町 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年11月1日 町営住宅の入居者を募集します 福岡県上毛町 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年11月1日 町営住宅の入居者を募集します｜く

らし・手続き｜北海道弟子屈町 

北海道弟子屈町 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年11月1日 町営住宅の入居者募集情報を更新

しました｜お知らせ｜北海道弟子屈

町 

北海道弟子屈町 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年11月1日 町営住宅の募集について（１１月） 石川県能登町 05_公営住宅の入居募集  

平成29年11月1日 町営住宅入居者募集 長野県富士見町 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年11月1日 町営住宅入居者募集について 宮城県美里町 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年11月1日 町営住宅入居者募集について 秋田県井川町 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年11月1日 町営住宅入居者募集案内 栃木県壬生町 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年11月1日 町営住宅入居者募集中 青森県おいらせ

町 

04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年11月1日 都営住宅 現在の募集 東京都府中市 05_公営住宅の入居募集  

平成29年11月1日 都営住宅（西東京市地元割当）の入

居者を募集します 

東京都西東京市 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  
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配信日 タイトル 自治体 支援施策のカテゴリー区分 

平成29年11月1日 都営住宅（東京都直接募集）の入居

者を募集します 

東京都西東京市 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年11月1日 都営住宅の入居者を募集します 東京都墨田区 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年11月1日 都営住宅入居者募集 東京都羽村市 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年11月1日 都営住宅入居者募集 東京都日野市 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年11月1日 都営住宅入居者募集案内の配布（29

年11月1日） 

東京都杉並区 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年11月1日 特賃住宅の入居者を募集します【平

成２９年１１月常時公募】（都市整備局

住宅政策課） 

広島県広島市 04_物件情報（公的賃貸住宅等）  

平成29年11月1日 特定公共賃貸住宅入居者募集につ

いて 

宮城県美里町 04_物件情報（公的賃貸住宅等）  

平成29年11月1日 能美市定住促進支援制度 石川県能美市 01_移住・定住・帰還支援（補助・助成等）  

平成29年11月1日 復興公営住宅の一般募集について 宮城県山元町 05_公営住宅の入居募集  

平成29年11月1日 復興住宅の入居者を再募集します 岩手県釜石市 04_物件情報（公的賃貸住宅等）  

平成29年11月1日 平成29年11月下旬都営住宅地元割

当（家族向）・区営住宅（家族向・定期

使用住宅）入居者募集 

東京都足立区 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年11月1日 平成29年11月下旬都営住宅地元割

当・区営住宅入居者募集の申込書 

東京都足立区 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年11月1日 平成29年11月都営住宅入居者募集 東京都武蔵野市 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年11月1日 平成29年11月福祉型住宅 高齢者

用 入居者募集 

東京都武蔵野市 04_物件情報（公的賃貸住宅等）  

平成29年11月1日 平成29年度第2回市営住宅入居者の

定期募集について 

北海道旭川市 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年11月1日 平成29年度第3回(12月)鹿児島市営

住宅募集受付日程 

鹿児島県鹿児島

市 

05_公営住宅の入居募集  

平成29年11月1日 本宮市復興公営住宅の入居者を募

集します（11/1から11/15まで） 

福島県浪江町 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年11月1日 【佐倉市への移住をお考えのかたへ】 

12月9日 佐倉市移住体験ツアー参

加者募集 

千葉県佐倉市 03_移住体験  

平成29年11月1日 【先輩移住者を紹介～尾道編～】び

んご移住体験ツアー 参加者募集

中！ 

広島県福山市 03_移住体験  

平成29年11月1日 平成29年度の入札結果 岐阜県垂井町 04_物件情報（公的賃貸住宅等）  

平成29年11月1日 [新着情報]町からのお知らせ11月1

日号を掲載しました 

北海道興部町 04_物件情報（公的賃貸住宅等）  

平成29年11月2日 [お知らせ]市営住宅の入居者を募集

します 

北海道深川市 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年11月2日 【補助金5万円】太陽光や電気自動車

でecoしよう！ 

沖縄県糸満市 04_物件情報（公的賃貸住宅等）  

平成29年11月2日 京丹波町移住・起業出張相談会の開

催について 

京都府京丹波町 02_移住・定住・帰還相談・イベント  

平成29年11月2日 空き家バンク登録物件一覧表 山梨県甲斐市 04_物件情報（公的賃貸住宅等）  

平成29年11月2日 市営住宅（空家）入居者募集につい

て - お知らせ 

京都府福知山市 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年11月2日 住宅総合相談会のお知らせ 栃木県壬生町 04_物件情報（公的賃貸住宅等）  

平成29年11月2日 東京（11月12日）・大阪（11月25日）で

の移住フェアに出展します 

愛媛県西条市 02_移住・定住・帰還相談・イベント  

平成29年11月2日 北杜市営住宅 個別情報 山崎団地 山梨県北杜市 01_移住・定住・帰還支援（補助・助成等）  

平成29年11月2日 不動産無料相談会を開催します 兵庫県篠山市 02_移住・定住・帰還相談・イベント 04_物件

情報（公的賃貸住宅等）  

平成29年11月2日 移住セミナーを開催します（有楽町 

東京交通会館8階） 

 

栃木県大田原市 02_移住・定住・帰還相談・イベント 03_移住

体験  
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配信日 タイトル 自治体 支援施策のカテゴリー区分 

平成29年11月3日 平成29年度移住者受入に向けた情

報交換会の開催について 

岩手県 02_移住・定住・帰還相談・イベント  

平成29年11月5日 県営住宅入居者定期募集のお知ら

せ（県央・県南地区） 

宮崎県 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年11月6日 （11月11日）ながさき漁業伝習所が移

住相談会（福岡）に出展 

長崎県 01_移住・定住・帰還支援（補助・助成等） 

02_移住・定住・帰還相談・イベント  

平成29年11月6日 【企画財政課】移住者の住宅ローン

金利優遇措置について掲載しました 

愛媛県東温市 06_改修・リフォーム  

平成29年11月6日 愛媛の求人・移住サイト「あのこの愛

媛」新登場！ 

愛媛県八幡浜市 02_移住・定住・帰還相談・イベント  

平成29年11月6日 市営住宅の入居者を募集します

（2017.11.6） 

広島県竹原市 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年11月6日 市営住宅第２回随時募集一覧 広島県三原市 05_公営住宅の入居募集  

平成29年11月6日 市営住宅入居者募集について 兵庫県尼崎市 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年11月6日 第4回国分・隼人地区市営住宅入居

者の抽選会を行います 

鹿児島県霧島市 04_物件情報（公的賃貸住宅等）  

平成29年11月6日 町営新野駅前団地入居者募集：１戸

（A-202）空きあり 

兵庫県神河町 04_物件情報（公的賃貸住宅等）  

平成29年11月6日 鳥栖市公式ホームページ｜移住推

進の取組 

佐賀県鳥栖市 02_移住・定住・帰還相談・イベント  

平成29年11月6日 平成29年11月区民住宅（あき家）入

居者募集 

東京都千代田区 04_物件情報（公的賃貸住宅等）  

平成29年11月6日 平成29年11月市営住宅入居者募集 東京都武蔵野市 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年11月6日 平成29年11月福祉型住宅 【10年定

期】若年ファミリー世帯用 入居者募

集 

東京都武蔵野市 04_物件情報（公的賃貸住宅等）  

平成29年11月6日 平成29年11月福祉型住宅 ひとり親

世帯用 入居者募集 

東京都武蔵野市 04_物件情報（公的賃貸住宅等）  

平成29年11月6日 平成２９年度 住宅用太陽光発電シ

ステム導入費補助制度のお知らせ

（三次募集） 

北海道北見市 04_物件情報（公的賃貸住宅等）  

平成29年11月6日 北杜市営住宅 個別情報 姥神住宅 山梨県北杜市 01_移住・定住・帰還支援（補助・助成等）  

平成29年11月6日 １１月３日（金曜日・祝日）、４日（土曜

日） 「長野市移住体験ツアー」 開催

報告 

長野県長野市 02_移住・定住・帰還相談・イベント 03_移住

体験  

平成29年11月6日 市有地売却物件のお知らせ 愛媛県大洲市 04_物件情報（公的賃貸住宅等）  

平成29年11月7日 「篠山市空き家等寄附受納制度事業

者登録制度」に伴う登録について 

兵庫県篠山市 06_改修・リフォーム  

平成29年11月7日 １１月２３日（祝日） ぐるっとながのマ

ルシェ＆移住相談会＠銀座ＮＡＧＡ

ＮＯ 

長野県長野市 02_移住・定住・帰還相談・イベント  

平成29年11月7日 市営住宅の募集はいつですか。 兵庫県川西市 05_公営住宅の入居募集  

平成29年11月7日 住宅 【生活創造社会につながる豊

かな住生活の実現をめざして】 [建築

住宅課 11月7日] 

青森県 04_物件情報（公的賃貸住宅等）  

平成29年11月7日 住宅確保要配慮者向け賃貸住宅に

ついて [建築住宅課 11月7日] 

青森県 04_物件情報（公的賃貸住宅等）  

平成29年11月7日 青森県賃貸住宅供給促進計画（案）

についての意見募集結果について 

[建築住宅課 11月7日] 

青森県 04_物件情報（公的賃貸住宅等）  

平成29年11月7日 町営住宅入居募集について 愛知県美浜町 05_公営住宅の入居募集  

平成29年11月7日 平成29年10月区営住宅（あき家）入

居者募集抽選結果 

東京都千代田区 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年11月7日 平成２９年１１月に実施する移住促進

イベントのご案内 

岐阜県 02_移住・定住・帰還相談・イベント 06_改

修・リフォーム  

平成29年11月8日 「九州・山口・沖縄 移住×起業・就

農フェア」に宇佐市が参加します（日

本政策金融公庫主催） 

大分県宇佐市 02_移住・定住・帰還相談・イベント  

平成29年11月8日 １１月の市営住宅募集状況 大分県国東市 05_公営住宅の入居募集  
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配信日 タイトル 自治体 支援施策のカテゴリー区分 

平成29年11月8日 １１月市営住宅入居者募集 兵庫県養父市 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年11月8日 玉名市営住宅入居者募集 熊本県玉名市 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年11月8日 空き家情報 岩手県葛巻町 02_移住・定住・帰還相談・イベント 04_物件

情報（公的賃貸住宅等）  

平成29年11月8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 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年11月8日 市営住宅の入居者を募集します 兵庫県三田市 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年11月8日 新たな住宅セーフティネット制度につ

いて 

大阪府高槻市 04_物件情報（公的賃貸住宅等）  

平成29年11月8日 平成29年度審議会等の会議の公開 岩手県洋野町 04_物件情報（公的賃貸住宅等）  

平成29年11月8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 02_移住・定住・帰還相談・イベント 04_物件

情報（公的賃貸住宅等）  

平成29年11月9日 【11/24】北信州いいやま 就農＆移

住相談会＠銀座NAGANOを開催し

ます 

長野県飯山市 02_移住・定住・帰還相談・イベント  

平成29年11月9日 １１月１９日（日曜日）地域の魅力発信

＆移住交流フェア（東京） 

長野県長野市 02_移住・定住・帰還相談・イベント  

平成29年11月9日 移住を考えている方へ(相談会のお

知らせ) 

山梨県笛吹市 02_移住・定住・帰還相談・イベント  

平成29年11月9日 介護人材移住応援事業 富山県入善町 02_移住・定住・帰還相談・イベント  

平成29年11月9日 空き家情報 岩手県葛巻町 02_移住・定住・帰還相談・イベント 04_物件

情報（公的賃貸住宅等）  

平成29年11月9日 公営住宅の入居者を募集しています 北海道小清水町 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年11月9日 山都町営住宅の入居者を募集しま

す。（11月27日から12月8日） 

熊本県山都町 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年11月9日 市営住宅抽選結果（平成29年11月募

集分） 

鳥取県米子市 05_公営住宅の入居募集  

平成29年11月9日 市営特公賃住宅の入居者募集 大分県由布市 04_物件情報（公的賃貸住宅等）  

平成29年11月9日 町営住宅入居者の公募について 山形県真室川町 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年11月9日 町営住宅入居者募集 山形県舟形町 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年11月9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 04_物件情報（公的賃貸住宅等）  

平成29年11月9日 八溝山周辺地域定住自立圏共生ビ

ジョン 

栃木県大田原市 02_移住・定住・帰還相談・イベント  

平成29年11月9日 飯山市の空き家バンク情報 長野県飯山市 04_物件情報（公的賃貸住宅等）  

平成29年11月9日 復興公営住宅の入居者の募集のお

知らせ（１１月定期募集） 

福島県 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年11月9日 平成29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 04_物件情報（公的賃貸住宅等）  

平成29年11月9日 和泊町定住促進住宅入居者募集に

ついて 

鹿児島県和泊町 04_物件情報（公的賃貸住宅等）  

平成29年11月10日 【11月18日（土曜日）】長崎県移住相

談会（名古屋市開催）に本市も参加し

ます！ 

長崎県南島原市 02_移住・定住・帰還相談・イベント  

平成29年11月10日 12月17日（日）アウトドアのある暮らし

セミナー＆にいがたＵ・Ｉターン相談

会を開催します。 

新潟県 02_移住・定住・帰還相談・イベント  

平成29年11月10日 ENJOY！ローカライフ！「九州・山

口・沖縄 移住＆起業・就農フェア」

に参加します！ 

宮崎県小林市 02_移住・定住・帰還相談・イベント  

平成29年11月10日 九州・山口・沖縄「移住&起業・就農フ

ェア」開催のお知らせ 

長崎県大村市 02_移住・定住・帰還相談・イベント  

平成29年11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 05_公営住宅の入居募集  
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配信日 タイトル 自治体 支援施策のカテゴリー区分 

平成29年11月10日 市営住宅（抽選住宅）の入居者を募

集します 

山口県光市 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年11月10日 市営住宅の定期募集の申込手続き 神奈川県横須賀

市 

05_公営住宅の入居募集  

平成29年11月10日 市営住宅の定期募集の優遇制度 神奈川県横須賀

市 

05_公営住宅の入居募集  

平成29年11月10日 雫石版CCRCとは？ ～ピンチをチャ

ンスに変える地域づくり～松田智生

氏講演会を開催しました。 

岩手県雫石町 02_移住・定住・帰還相談・イベント  

平成29年11月10日 住宅 【生活創造社会につながる豊

かな住生活の実現をめざして】 [建築

住宅課 11月10日] 

青森県 04_物件情報（公的賃貸住宅等）  

平成29年11月10日 町営住宅等入居者募集（１２月募集）

のお知らせ 

広島県北広島町 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年11月10日 民間賃貸住宅あっせん事業 東京都港区 04_物件情報（公的賃貸住宅等）  

平成29年11月10日 【先輩移住者を紹介～三原編～】び

んご移住体験ツアー 参加者募集

中！ 

広島県福山市 03_移住体験  

平成29年11月12日 名古屋で「長崎県移住相談会」が開

催されます 

長崎県佐世保市 02_移住・定住・帰還相談・イベント  

平成29年11月13日 「富良野市IJU（移住）相談会」を開催

します 

北海道富良野市 02_移住・定住・帰還相談・イベント 03_移住

体験  

平成29年11月13日 【募集】H30道営住宅等に係る指定管

理者の公募について 

北海道 05_公営住宅の入居募集  

平成29年11月13日 移住相談窓口・移住支援プログラム 鹿児島県徳之島

町 

01_移住・定住・帰還支援（補助・助成等） 

02_移住・定住・帰還相談・イベント 03_移住

体験  

平成29年11月13日 四国のまんなか移住セミナー＆「まん

なか暮らし」トークセッション開催のお

知らせ 

愛媛県四国中央

市 

02_移住・定住・帰還相談・イベント  

平成29年11月13日 市営住宅のご案内（12月定期募集） 長野県大町市 05_公営住宅の入居募集  

平成29年11月13日 市営住宅入居者募集中（１１月 第２

回目）｜各課のしごと｜秋田県北秋

田市 

秋田県北秋田市 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年11月13日 総務省地方自治法施行70周年記念

「地域の魅力発信&移住交流フェア」

のお知らせ 

長崎県佐世保市 02_移住・定住・帰還相談・イベント  

平成29年11月13日 鳥取市移住相談会 in 麒麟のまち

【開催日:12/2(土)】を開催します！ 

鳥取県鳥取市 02_移住・定住・帰還相談・イベント  

平成29年11月13日 定住促進住宅の入居者公募につい

て 

高知県本山町 04_物件情報（公的賃貸住宅等）  

平成29年11月14日 [新着情報]空き家・空き地バンク 深

川一已地区賃貸アパート物件番号

337,338を掲載しました。 

北海道深川市 04_物件情報（公的賃貸住宅等）  

平成29年11月14日 「若者住宅」入居者を募集します 長野県中野市 04_物件情報（公的賃貸住宅等）  

平成29年11月14日 【移住相談会：名古屋】「長崎県移住

相談会in名古屋」開催のおしらせ 

長崎県島原市 02_移住・定住・帰還相談・イベント  

平成29年11月14日 市営住宅の入居者を募集します 愛知県東海市 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年11月14日 市営住宅の入居者を募集します(募

集は終了しました) 

愛知県東海市 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年11月14日 先着順により県営住宅の入居者を募

集します 

愛知県 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年11月14日 平成29年11月区営住宅入居者募集

のお知らせ 

東京都新宿区 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年11月14日 平成29年11月都営住宅地元割当 入

居者募集のお知らせ 

東京都新宿区 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年11月14日 １２月２９日開催「ＵＩＪターン希望者・

新規大卒者等合同企業面接会」参加

企業を募集します！ 

 

大分県 02_移住・定住・帰還相談・イベント  
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配信日 タイトル 自治体 支援施策のカテゴリー区分 

平成29年11月15日 【※募集終了】「安曇野暮らしセミナ

ー(大阪会場)」を開催します。 

長野県安曇野市 02_移住・定住・帰還相談・イベント  

平成29年11月15日 【H29.11】若者住宅の入居者を募集

します 

長野県飯山市 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 06_改修・

リフォーム  

平成29年11月15日 11/30まで！町営住宅の入居者を募

集します 

岡山県久米南町 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年11月15日 11月17日「夜のくまもと移住相談会」・

11月18日「くまもと移住フェア」 

熊本県八代市 02_移住・定住・帰還相談・イベント  

平成29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 04_物件情報（公的賃貸住宅等）  

平成29年11月15日 基町住宅地区の活性化を支援する

若年世帯・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 04_物件情報（公的賃貸住宅等）  

平成29年11月15日 宮古市営住宅等指定管理者の募集

について 

岩手県宮古市 05_公営住宅の入居募集  

平成29年11月15日 区営住宅駐車場の使用者を募集しま

す（29年11月15日） 

東京都杉並区 05_公営住宅の入居募集  

平成29年11月15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（29年11月15

日） 

東京都杉並区 04_物件情報（公的賃貸住宅等）  

平成29年11月15日 空き家情報登録制度と空き家利活用

助成金 

群馬県館林市 04_物件情報（公的賃貸住宅等）  

平成29年11月15日 市営住宅（空家）の二次募集を行い

ます 

滋賀県大津市 05_公営住宅の入居募集  

平成29年11月15日 市営住宅の入居者を募集します。 岩手県釜石市 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年11月15日 市営住宅の入居者募集 福井県あわら市 02_移住・定住・帰還相談・イベント 04_物件

情報（公的賃貸住宅等） 05_公営住宅の入

居募集  

平成29年11月15日 市営住宅一覧表 千葉県成田市 02_移住・定住・帰還相談・イベント  

平成29年11月15日 市営住宅入居者を募集します 埼玉県三郷市 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29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29年

11月募集） 

山口県周防大島

町 

04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年11月15日 地域住宅計画(塩竈地域)[平成29～

28年度] 

宮城県塩竈市 04_物件情報（公的賃貸住宅等）  

平成29年11月15日 定住フェアの情報を更新しました！ 広島県北広島町 02_移住・定住・帰還相談・イベント  

平成29年11月15日 都営住宅（地元割当）入居者募集 東京都東大和市 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年11月15日 飯山市の空き家バンク情報 長野県飯山市 04_物件情報（公的賃貸住宅等）  

平成29年11月15日 福島県復興公営住宅入居者募集に

ついて（福島県からのお知らせ） 

福島県双葉町 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年11月15日 平成29年11月市営住宅募集のご案

内 

東京都清瀬市 05_公営住宅の入居募集  

平成29年11月15日 12/16(土)アクロス福岡「ENJOY 

LOCAL LIFE!!九州・山口・沖縄 移

住＆企業・就農フェア」 

熊本県 02_移住・定住・帰還相談・イベント  

平成29年11月15日 条件付き一般競争入札「徳島県南部

総合県民局冬用作業服及び防寒服

一式」の入札結果について 

徳島県 04_物件情報（公的賃貸住宅等）  

平成29年11月15日 条件付き一般競争入札  『 災害備

蓄用食料等』 

徳島県 04_物件情報（公的賃貸住宅等）  

平成29年11月16日 「復興公営住宅団地対抗カラオケ大

会一般観覧者募集！！」のお知らせ 

福島県大熊町 05_公営住宅の入居募集  

平成29年11月16日 11月26日 八戸都市圏8市町村によ

る移住トークイベント（東京都） 開催

のお知らせ 

青森県八戸市 02_移住・定住・帰還相談・イベント  
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配信日 タイトル 自治体 支援施策のカテゴリー区分 

平成29年11月16日 YouTube糸魚川チャンネルに 「クリ

エイター移住体験イベント」をアップ 

新潟県糸魚川市 03_移住体験  

平成29年11月16日 しまねＵＩターンフェアin東京を開催し

ます！ 

島根県隠岐の島

町 

02_移住・定住・帰還相談・イベント  

平成29年11月16日 空き家バンク登録物件【貸44】 - 山

梨県 北杜市 

山梨県北杜市 02_移住・定住・帰還相談・イベント  

平成29年11月16日 空き家バンク登録物件【売80】 - 山

梨県 北杜市 

山梨県北杜市 02_移住・定住・帰還相談・イベント  

平成29年11月16日 空き家バンク登録物件【売81】 - 山

梨県 北杜市 

山梨県北杜市 02_移住・定住・帰還相談・イベント  

平成29年11月16日 空き家物件情報 福岡県行橋市 04_物件情報（公的賃貸住宅等）  

平成29年11月16日 子育て移住「はじめの一歩」ツアーを 

開催します 

滋賀県東近江市 02_移住・定住・帰還相談・イベント  

平成29年11月16日 子育て支援住宅入居者募集のお知

らせ 

長野県立科町 04_物件情報（公的賃貸住宅等）  

平成29年11月16日 町営住宅・雇用促進住宅の随時募集

について 

北海道天塩町 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年11月16日 福島県復興公営住宅入居者募集の

お知らせ 

福島県大熊町 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年11月16日 平成29年11月 市営住宅入居者募

集のお知らせ 

島根県浜田市 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年11月16日 福島くらし&しごとフェア2017に出展し

ます 

福島県会津若松

市 

02_移住・定住・帰還相談・イベント 03_移住

体験  

平成29年11月16日 福島くらし&しごとフェア２０１７に出展

します 

福島県会津若松

市 

02_移住・定住・帰還相談・イベント 03_移住

体験  

平成29年11月16日 移住体験ツアー「先輩移住者はしご

旅」 

山形県朝日町 03_移住体験  

平成29年11月16日 【先輩移住者を紹介～福山編～】び

んご移住体験ツアー 参加者募集

中！ 

広島県福山市 03_移住体験  

平成29年11月17日 「しまねUターンIターンフェア2017in

東京」が開催されます 

島根県浜田市 02_移住・定住・帰還相談・イベント  

平成29年11月17日 【11月26日／東京有楽町】出張移住

相談デスクを開設します！ 

長野県立科町 02_移住・定住・帰還相談・イベント  

平成29年11月17日 【移住体験住宅】平成30年度分申込

み受付開始 

北海道礼文町 03_移住体験  

平成29年11月17日 ひょうご北部 移住＆しごとフェア 兵庫県新温泉町 02_移住・定住・帰還相談・イベント  

平成29年11月17日 空き家情報 岩手県雫石町 02_移住・定住・帰還相談・イベント 04_物件

情報（公的賃貸住宅等）  

平成29年11月17日 子育てファミリー等応援住宅バンク助

成制度～バンク掲載物件を子育て世

代の方が購入した場合、最大50万円

を助成します！～ 

神奈川県横須賀

市 

04_物件情報（公的賃貸住宅等）  

平成29年11月17日 子育て世帯向けリノベーション住宅に

おける入居者の特別随時募集の実

施について（都市計画局） 

京都府京都市 04_物件情報（公的賃貸住宅等）  

平成29年11月17日 市営住宅・特定公共賃貸住宅のご案

内について 

長野県安曇野市 04_物件情報（公的賃貸住宅等）  

平成29年11月17日 市営住宅入居者公募（平成29年11月

1日告示）公開抽選結果について 

奈良県生駒市 04_物件情報（公的賃貸住宅等）  

平成29年11月17日 住まい探し相談会 大阪府八尾市 04_物件情報（公的賃貸住宅等）  

平成29年11月17日 大阪市で「えひめ愛らんどマルシェ

2017」を開催 

愛媛県 02_移住・定住・帰還相談・イベント  

平成29年11月17日 第2回益田圏域定住自立圏共生ビジ

ョン懇談会を開催しました 

島根県益田市 02_移住・定住・帰還相談・イベント  

平成29年11月17日 地方自治法施行70周年記念「地域の

魅力発信＆移住交流フェア in 東京

国際フォーラム」にさいたま市ブース

を出展します 

 

 

埼玉県さいたま

市 

02_移住・定住・帰還相談・イベント  
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配信日 タイトル 自治体 支援施策のカテゴリー区分 

平成29年11月17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 04_物件情報（公的賃貸住宅等）  

平成29年11月17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 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年11月17日 町営住宅及び特定公共賃貸住宅入

居者募集について 

鳥取県三朝町 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年11月17日 平成29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 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年11月20日 「市営住宅 収入認定・家賃決定通知

書等送付用封筒」の広告募集を行い

ます（都市整備局） 

大阪府大阪市 05_公営住宅の入居募集  

平成29年11月20日 「町イチ！村イチ！2017」に出展しま

す。 

北海道礼文町 02_移住・定住・帰還相談・イベント  

平成29年11月20日 ＜予告＞特賃住宅の入居者を募集

します【平成２９年１２月常時公募】

（都市整備局住宅政策課） 

広島県広島市 04_物件情報（公的賃貸住宅等）  

平成29年11月20日 いい温泉あります！12/10(日)「くまも

と移住相談会～温泉特集～」開催！ 

熊本県 02_移住・定住・帰還相談・イベント  

平成29年11月20日 ぐるっとながのマルシェ＆移住相談

会（PDF） 

長野県坂城町 02_移住・定住・帰還相談・イベント  

平成29年11月20日 県営住宅補充入居待機者募集 熊本県 05_公営住宅の入居募集  

平成29年11月20日 公営住宅入居申込について（11月募

集 抽選結果） 

北海道北見市 05_公営住宅の入居募集  

平成29年11月20日 市営住宅１１月期常時募集一覧 広島県三原市 05_公営住宅の入居募集  

平成29年11月20日 市営住宅入居者募集(随時募集) 愛媛県八幡浜市 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年11月20日 市営住宅入居者募集（平成29年12月

分） 

兵庫県丹波市 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年11月20日 神戸市特定優良賃貸住宅（とくゆうち

ん） 

兵庫県神戸市 01_移住・定住・帰還支援（補助・助成等） 

04_物件情報（公的賃貸住宅等）  

平成29年11月20日 町営住宅の入居者募集 岩手県岩泉町 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年11月20日 町営住宅等の空き家情報 

H29.11.20 

島根県邑南町 05_公営住宅の入居募集  

平成29年11月20日 町営住宅入居者募集 島根県邑南町 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年11月20日 町営住宅入居者募集について 福島県新地町 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年11月20日 福島県復興公営住宅入居者募集（11

月定期募集） 

福島県浪江町 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年11月20日 平成29年度第3回空家随時募集のご

案内（市営住宅） 

福島県会津若松

市 

04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年11月20日 平成29年度の入札結果 岐阜県垂井町 04_物件情報（公的賃貸住宅等）  

平成29年11月21日 【移住相談会情報】7月～2月 縁あっ

ていといがわ暮らし 

新潟県糸魚川市 02_移住・定住・帰還相談・イベント  

平成29年11月21日 【予告】南橘町第五団地新築市営住

宅の入居者募集について 

群馬県前橋市 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年11月21日 移住者交流会 北海道美幌町 02_移住・定住・帰還相談・イベント  

平成29年11月21日 久慈地方新規就農相談会の開催に

ついて 

岩手県洋野町 02_移住・定住・帰還相談・イベント  

平成29年11月21日 市営住宅入居者選考委員会 議事

録 

千葉県浦安市 04_物件情報（公的賃貸住宅等）  

平成29年11月21日 地域の魅力発信＆移住交流フェア

（東京）に出展しました。 

長野県小諸市 02_移住・定住・帰還相談・イベント  

平成29年11月21日 地方自治法70周年記念「地域の魅力

発信&移住交流フェア」に出展しまし

た! 

神奈川県湯河原

町 

02_移住・定住・帰還相談・イベント  

平成29年11月21日 都営住宅の入居者募集 

 

 

東京都東村山市 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  
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配信日 タイトル 自治体 支援施策のカテゴリー区分 

平成29年11月21日 平成29年11月 区立住宅入居者募

集のご案内 

東京都中央区 04_物件情報（公的賃貸住宅等）  

平成29年11月21日 『南伊勢町で田舎満喫体験！』参加

者募集について 

三重県南伊勢町 02_移住・定住・帰還相談・イベント 03_移住

体験  

平成29年11月22日 【12月9日(土曜日)】西播磨暮らし相

談会開催のお知らせ 

兵庫県佐用町 02_移住・定住・帰還相談・イベント  

平成29年11月22日 １２月１７日（日曜日）移住相談会「お

おいた暮らし塾in大阪」を開催しま

す！ 

大分県 02_移住・定住・帰還相談・イベント  

平成29年11月22日 移住を考えている方へ(相談会のお

知らせ) 

山梨県笛吹市 02_移住・定住・帰還相談・イベント  

平成29年11月22日 県営住宅（市内）の入居募集していま

す 

兵庫県篠山市 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年11月22日 市営住宅入居者募集 富山県南砺市 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年11月22日 市営住宅入居者募集(１２月募集) 高知県香南市 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年11月22日 定住促進住宅の入居者募集 岩手県二戸市 04_物件情報（公的賃貸住宅等）  

平成29年11月22日 南砺市利賀地域山村留学定住推進

協議会の開催について 

富山県南砺市 02_移住・定住・帰還相談・イベント  

平成29年11月22日 空き家・空き地バンク 空き家物件番

号：No.8（岩泉3） 

岩手県岩泉町 04_物件情報（公的賃貸住宅等）  

平成29年11月23日 東京都施行型都民住宅入居者募集

（先着順募集タイプ） 

東京都府中市 04_物件情報（公的賃貸住宅等）  

平成29年11月24日 「エンジニアの移住相談会」に五島市

が参加します 

長崎県五島市 02_移住・定住・帰還相談・イベント  

平成29年11月24日 【12月9日(土曜日)】西播磨暮らし相

談会開催のお知らせ 

兵庫県佐用町 02_移住・定住・帰還相談・イベント  

平成29年11月24日 【終了しました】10月15日 首都圏移

住イベント「青森の子育てを東京で体

験しよう！in TURNS」 

青森県八戸市 03_移住体験  

平成29年11月24日 【終了しました】第2回 八戸圏域  移

住者交流会「半都半邑(はんとはんゆ

う)の楽しさ」開催のお知らせ 

青森県八戸市 02_移住・定住・帰還相談・イベント  

平成29年11月24日 １２月の市営住宅募集のご案内 福井県越前市 05_公営住宅の入居募集  

平成29年11月24日 県営住宅東桜ガ丘団地入居者募集

のお知らせを掲載しました 

福島県 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年11月24日 県営住宅入居者の追加募集を実施

します！ 

神奈川県 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年11月24日 公営住宅の入居者定期募集 滋賀県東近江市 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年11月24日 高齢者向け優良賃貸住宅（さくら壱

番館）の募集案内 

福島県いわき市 04_物件情報（公的賃貸住宅等）  

平成29年11月24日 市営住宅入居者を募集します 岐阜県大垣市 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年11月24日 市営住宅入居者募集 栃木県宇都宮市 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年11月24日 市営住宅入居者募集のお知らせ(12

月公募) 

青森県むつ市 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年11月24日 市営母子世帯向住宅の入居者を募

集中です 

新潟県新潟市 04_物件情報（公的賃貸住宅等）  

平成29年11月24日 町営住宅（新築：泉町南団地）入居者

募集について掲載しました。 

北海道上富良野

町 

04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年11月24日 定住促進住宅（竹田・荻地区に新設）

の入居者募集について 

大分県竹田市 04_物件情報（公的賃貸住宅等）  

平成29年11月24日 都民住宅（東京都施行型）入居者を

募集します 

東京都東久留米

市 

04_物件情報（公的賃貸住宅等）  

平成29年11月24日 みんなで描く 菱野団地 あらたなま

ちづくり 

愛知県瀬戸市 02_移住・定住・帰還相談・イベント  

平成29年11月24日 移住交流体験ツアーを開催しまし

た！ 

神奈川県松田町 02_移住・定住・帰還相談・イベント 03_移住

体験  



74 

配信日 タイトル 自治体 支援施策のカテゴリー区分 

平成29年11月25日 移住・定住・Uターンイベント情報を更

新しました。 

秋田県にかほ市 02_移住・定住・帰還相談・イベント  

平成29年11月25日 子育て応援住宅入居者募集！ 山形県真室川町 04_物件情報（公的賃貸住宅等）  

平成29年11月25日 子育て応援住宅入居者募集！ 12

月2日（土）、3日（日）完成内覧会実

施 

山形県真室川町 04_物件情報（公的賃貸住宅等）  

平成29年11月25日 都民住宅（都施行型）入居者を募集

します 

東京都目黒区 04_物件情報（公的賃貸住宅等）  

平成29年11月25日 平成29年12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 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年11月25日 平成29年12月子育てファミリー世帯

向け住宅（特定住宅）入居者募集の

お知らせ【定期募集】 

東京都新宿区 04_物件情報（公的賃貸住宅等）  

平成29年11月25日 平成29年度第3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 

05_公営住宅の入居募集  

平成29年11月27日 【移住相談会】高知暮らしフェアにブ

ースを出展します（東京・大阪） 

高知県中土佐町 02_移住・定住・帰還相談・イベント  

平成29年11月27日 【募集】H30道営住宅等に係る指定管

理者の公募について 

北海道 05_公営住宅の入居募集  

平成29年11月27日 移住者専用住宅｜移住情報｜北海

道弟子屈町 

北海道弟子屈町 04_物件情報（公的賃貸住宅等）  

平成29年11月27日 玉名市営住宅入居者募集 熊本県玉名市 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年11月27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１１月２７

日更新） 

福島県 05_公営住宅の入居募集  

平成29年11月27日 県営住宅について [建築住宅課 11

月27日] 

青森県 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年11月27日 県営住宅入居募集のご案内（平成２

９年１１月２７日更新） 

福島県 05_公営住宅の入居募集  

平成29年11月27日 市営住宅入居者募集一覧（平成29年

12月分） 

鳥取県米子市 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年11月27日 町営住宅入居者の募集について｜

浦幌町の組織とその仕事｜北海道

十勝郡浦幌町 

北海道浦幌町 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年11月27日 東京都施行型都民住宅（先着順募集

タイプ）の入居者募集 

東京都西東京市 04_物件情報（公的賃貸住宅等）  

平成29年11月27日 平成29年度第3回(12月)市営住宅入

居者募集 

鹿児島県鹿児島

市 

04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年11月27日 防府市営住宅入居者募集のお知ら

せ(平成29年12月分) 

山口県防府市 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年11月27日 住宅ローン【フラット３５】地域活性型

の利用について 

兵庫県市川町 01_移住・定住・帰還支援（補助・助成等）  

平成29年11月27日 平成29年度の入札結果 岐阜県垂井町 04_物件情報（公的賃貸住宅等）  

平成29年11月28日 【12月23日東京開催】愛あるえひめ

暮らしフェアの開催について 

愛媛県 02_移住・定住・帰還相談・イベント  

平成29年11月28日 移住セミナー・体験会情報を追加しま

した。 

長野県伊那市 03_移住体験  

平成29年11月28日 市営住宅入居者募集について 大阪府箕面市 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年11月28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 04_物件情報（公的賃貸住宅等）  

平成29年11月28日 定住促進住宅入居者の募集につい

て 

福島県塙町 04_物件情報（公的賃貸住宅等）  

平成29年11月28日 平成29年12月 都民住宅 （東京都

施行型） 入居者募集 

東京都稲城市 04_物件情報（公的賃貸住宅等）  

平成29年11月28日 平成29年度第2回 町営大原住宅入

居者募集 

 

 

大阪府熊取町 04_物件情報（公的賃貸住宅等）  
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配信日 タイトル 自治体 支援施策のカテゴリー区分 

平成29年11月28日 １２月２９日「ＵＩＪターン希望者・新規

大卒者等合同企業面接会」開催しま

す！ 

大分県 02_移住・定住・帰還相談・イベント  

平成29年11月28日 空き家情報バンクの登録物件を募集

します 

愛知県瀬戸市 04_物件情報（公的賃貸住宅等）  

平成29年11月29日 【 ＰＦＩ事業 】岩泉町子育て支援住

宅整備事業 

岩手県岩泉町 04_物件情報（公的賃貸住宅等）  

平成29年11月29日 移住相談会「長崎で暮らす・働く！～

県北エリア編～」が開催されます 

長崎県佐世保市 02_移住・定住・帰還相談・イベント  

平成29年11月29日 九州・山口・沖縄 移住＆起業・就農

フェア 

福岡県大川市 02_移住・定住・帰還相談・イベント  

平成29年11月29日 空き家再生住宅（移住者支援住宅） 高知県芸西村 01_移住・定住・帰還支援（補助・助成等）  

平成29年11月29日 空き家再生住宅（移住者支援住宅）

募集中 

高知県芸西村 01_移住・定住・帰還支援（補助・助成等）  

平成29年11月29日 公営住宅入居者の公募について 高知県本山町 04_物件情報（公的賃貸住宅等）  

平成29年11月29日 市営住宅入居者募集（12月分） 兵庫県養父市 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年11月29日 都民住宅の入居者募集 東京都東村山市 04_物件情報（公的賃貸住宅等）  

平成29年11月29日 入居者募集 東京都武蔵村山

市 

04_物件情報（公的賃貸住宅等）  

平成29年11月29日 府営住宅の１２月募集を実施します 大阪府 05_公営住宅の入居募集  

平成29年11月29日 平成29年度市営住宅入居者募集抽

選結果について 

神奈川県鎌倉市 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年11月29日 民間賃貸住宅家賃補助事業につい

て 

鳥取県倉吉市 04_物件情報（公的賃貸住宅等）  

平成29年11月29日 かみいな就活プロジェクト（若者回

帰・定住増進支援事業） 

長野県南箕輪村 01_移住・定住・帰還支援（補助・助成等）  

平成29年11月29日 【参加企業決定】１２月２９日「ＵＩＪター

ン希望者・新規大卒者等合同企業面

接会」開催します！ 

大分県 02_移住・定住・帰還相談・イベント  

平成29年11月30日 「吉田第2住宅」、「那留住宅」の入居

者募集 

岐阜県郡上市 04_物件情報（公的賃貸住宅等）  

平成29年11月30日 【移住セミナー】いなば・たじまカフェ

を開催します 

兵庫県 02_移住・定住・帰還相談・イベント  

平成29年11月30日 移住定住アドバイザーを募集します 鳥取県琴浦町 02_移住・定住・帰還相談・イベント  

平成29年11月30日 市営・県営住宅への入居募集 宮崎県延岡市 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年11月30日 市営住宅の常時募集（新規分）につ

いて 

山口県下関市 05_公営住宅の入居募集  

平成29年11月30日 平成２９年１２月に実施する移住促進

イベントのご案内 

岐阜県 02_移住・定住・帰還相談・イベント  

平成29年11月30日 平成29年12月都民住宅の入居者を

募集します 

東京都立川市 04_物件情報（公的賃貸住宅等）  

平成29年11月30日 平成29年12月分市営住宅一般募集

物件一覧 

福島県郡山市 05_公営住宅の入居募集  

平成29年11月30日 平成29年12月分市営住宅優先募集

物件一覧 

福島県郡山市 05_公営住宅の入居募集  

平成29年11月30日 平成29年12月分鶴見坦市営住宅募

集物件一覧 

福島県郡山市 05_公営住宅の入居募集  

平成29年11月30日 民間賃貸住宅家賃補助事業につい

て 

鳥取県倉吉市 04_物件情報（公的賃貸住宅等）  

平成29年12月1日 ［お知らせ］市営住宅の入居者募集

について 

富山県砺波市 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年12月1日 [新着情報]市営住宅の入居者募集

（申込12月1日から12日、抽選会12月

15日） 

北海道名寄市 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年12月1日 [新着情報]住宅入居者募集のお知ら

せ 

北海道興部町 04_物件情報（公的賃貸住宅等）  

平成29年12月1日 「２月１日入居」市営住宅入居者募集 岩手県北上市 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  



76 

配信日 タイトル 自治体 支援施策のカテゴリー区分 

平成29年12月1日 「おためし移住」してみませんか？

（平成30年度1次申込み受付中） 

北海道北広島市 03_移住体験  

平成29年12月1日 「平成30年3月入居分」市営住宅入居

者を募集します 

和歌山県橋本市 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年12月1日 【12/8まで】市営住宅募集情報 鳥取県倉吉市 05_公営住宅の入居募集  

平成29年12月1日 【東京・大阪開催！】 移住相談会 

『高知暮らしフェア』 

高知県香南市 02_移住・定住・帰還相談・イベント  

平成29年12月1日 【募集】12月分の市営住宅入居者を

募集します 

福島県南相馬市 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年12月1日 【募集】災害公営住宅 空き住戸の入

居者を募集します 

福島県南相馬市 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年12月1日 １２月の公営住宅募集情報 大分県宇佐市 05_公営住宅の入居募集  

平成29年12月1日 2017年12月栗原市営住宅入居者募

集 

宮城県栗原市 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年12月1日 綾部市UIターン者定住支援住宅入

居者募集 

京都府綾部市 01_移住・定住・帰還支援（補助・助成等） 

04_物件情報（公的賃貸住宅等）  

平成29年12月1日 空き家バンク登録物件【売57】 - 山

梨県 北杜市 

山梨県北杜市 02_移住・定住・帰還相談・イベント  

平成29年12月1日 現在の空き室状況 宮崎県えびの市 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29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（金曜日）～12月15

日（金曜日）】 

新潟県燕市 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29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 05_公営住宅の入居募集  

平成29年12月1日 市営住宅 平成29年12月 定期募集

のご案内（6戸） 

三重県名張市 05_公営住宅の入居募集  

平成29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 04_物件情報（公的賃貸住宅等）  

平成29年12月1日 市営住宅の入居者１２月定期募集 岐阜県下呂市 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年12月1日 市営住宅の入居者の公募について

（申込期限：平成29年12月28日(木)

午後5時まで） 

岐阜県羽島市 04_物件情報（公的賃貸住宅等）  

平成29年12月1日 市営住宅の入居者を募集します 埼玉県加須市 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年12月1日 市営住宅の入居者を募集します 奈良県五條市 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年12月1日 市営住宅の入居者を募集します【平

成２９年１２月常時公募】（都市整備局

住宅政策課） 

広島県広島市 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年12月1日 市営住宅の入居者募集【12月随時募

集】 

福岡県飯塚市 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年12月1日 市営住宅寿団地B1棟（新築）の入居

者を募集します 

長野県松本市 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年12月1日 市営住宅寿団地B-2棟（新築）入居

者募集 

長野県松本市 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年12月1日 市営住宅等の入居者募集のご案内 大阪府八尾市 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年12月1日 市営住宅入居者の募集について 北海道赤平市 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年12月1日 市営住宅入居者の募集について(12

月1日から15日まで) 

山形県長井市 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年12月1日 市営住宅入居者を募集します 福島県二本松市 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年12月1日 市営住宅入居者募集 千葉県浦安市 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年12月1日 市営住宅入居者募集 北海道歌志内市 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年12月1日 市営住宅入居者募集のお知らせ 岐阜県岐阜市 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  
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配信日 タイトル 自治体 支援施策のカテゴリー区分 

平成29年12月1日 市営住宅入居者募集中（１２月 第１

回目）｜各課のしごと｜秋田県北秋

田市 

秋田県北秋田市 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年12月1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 04_物件情報（公的賃貸住宅等）  

平成29年12月1日 真岡市若者・子育て世代定住促進住

宅取得支援事業について 

栃木県真岡市 01_移住・定住・帰還支援（補助・助成等）  

平成29年12月1日 大淀町公営住宅入居者募集 奈良県大淀町 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年12月1日 宅地を分譲します(拓洋台団地・黎明

台団地) 

岩手県田野畑村 04_物件情報（公的賃貸住宅等）  

平成29年12月1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 04_物件情報（公的賃貸住宅等）  

平成29年12月1日 町営住宅の入居者を募集します｜く

らし・手続き｜北海道弟子屈町 

北海道弟子屈町 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年12月1日 町営住宅の入居者募集情報を更新

しました｜お知らせ｜北海道弟子屈

町 

北海道弟子屈町 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年12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 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年12月1日 町営住宅の募集について（１２月） 石川県能登町 05_公営住宅の入居募集  

平成29年12月1日 町営住宅入居者を募集します 三重県菰野町 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年12月1日 町営住宅入居者募集 長野県富士見町 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年12月1日 町営住宅入居募集について 愛知県美浜町 05_公営住宅の入居募集  

平成29年12月1日 町営住宅入居募集のお知らせ 平成

29年度12月 

福岡県築上町 05_公営住宅の入居募集  

平成29年12月1日 長野県千曲市移住相談デスク 長野県千曲市 02_移住・定住・帰還相談・イベント  

平成29年12月1日 弟子屈町移住者専用住宅の入居者

を募集します！｜お知らせ｜北海道

弟子屈町 

北海道弟子屈町 04_物件情報（公的賃貸住宅等）  

平成29年12月1日 東京都施行型都民住宅の入居者を

募集します 

東京都墨田区 04_物件情報（公的賃貸住宅等）  

平成29年12月1日 東京都施行型都民住宅入居者募集

（抽選募集タイプ） 

東京都府中市 04_物件情報（公的賃貸住宅等）  

平成29年12月1日 特賃住宅の入居者を募集します【平

成２９年１２月常時公募】（都市整備局

住宅政策課） 

広島県広島市 04_物件情報（公的賃貸住宅等）  

平成29年12月1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 04_物件情報（公的賃貸住宅等）  

平成29年12月1日 平成29(201７)年度市営住宅の入居

者募集 

大阪府門真市 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年12月1日 平成２９年１２月町営住宅（公営住宅）

募集について 

香川県綾川町 05_公営住宅の入居募集  

平成29年12月1日 平成２９年１２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 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年12月1日 平成29年度12月市営住宅入居者募

集【21日まで】 

埼玉県川口市 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年12月1日 平成29年度第3期佐世保市営住宅入

居者選考委員会の開催について（平

成29年12月19日開催） 

長崎県佐世保市 04_物件情報（公的賃貸住宅等）  

平成29年12月1日 平成30年度 平取ちょっと暮らし住

宅・短期滞在型住宅「とよぬかの里」

の利用予約を開始 

 

 

 

 

北海道平取町 03_移住体験  
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配信日 タイトル 自治体 支援施策のカテゴリー区分 

平成29年12月1日 下関市職員採用試験（初級職（行政・

土木・建築・機械・電気・消防）・一般

行政（障害者対象・移住定住促進）・

介護支援専門員・幼稚園教諭 保育

士）最終合格者及び補欠合格者 

山口県下関市 01_移住・定住・帰還支援（補助・助成等）  

平成29年12月3日 高齢者向け優良賃貸住宅のご案内 鹿児島県いちき

串木野市 

04_物件情報（公的賃貸住宅等）  

平成29年12月3日 賃貸住宅 鹿児島県いちき

串木野市 

04_物件情報（公的賃貸住宅等）  

平成29年12月4日 ふるさと暮らしセミナー【カンキツライ

フ！】の開催について 

愛媛県 02_移住・定住・帰還相談・イベント  

平成29年12月4日 空き家物件情報 福岡県行橋市 04_物件情報（公的賃貸住宅等）  

平成29年12月4日 県営住宅について [建築住宅課 12

月4日] 

青森県 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年12月4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 

04_物件情報（公的賃貸住宅等）  

平成29年12月4日 上越市U・Iターン支援事業一覧 新潟県上越市 01_移住・定住・帰還支援（補助・助成等）  

平成29年12月4日 町営住宅の入居募集について 岩手県矢巾町 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年12月4日 町営住宅入居者募集について 秋田県井川町 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年12月4日 都営住宅地元割当募集 東京都昭島市 05_公営住宅の入居募集  

平成29年12月4日 都民住宅（あき家）入居者募集（平成

29年12月） 

東京都武蔵野市 04_物件情報（公的賃貸住宅等）  

平成29年12月4日 都民住宅（中堅所得者向け）入居者

募集 

東京都羽村市 04_物件情報（公的賃貸住宅等）  

平成29年12月4日 都民住宅の入居者を募集(平成29年

12月) 

東京都三鷹市 04_物件情報（公的賃貸住宅等）  

平成29年12月4日 東京都施行型都民住宅（抽せん募集

タイプ）の入居者募集 

東京都西東京市 04_物件情報（公的賃貸住宅等）  

平成29年12月4日 北杜市営住宅 個別情報 新井上団

地 - 山梨県 北杜市 

山梨県北杜市 01_移住・定住・帰還支援（補助・助成等）  

平成29年12月4日 里山体験移住ツアー参加者を募集し

ます（終了しました） 

新潟県新潟市 03_移住体験  

平成29年12月4日 【移住体験ツアー参加者募集】平成

30年2月10日（土）～11日（日）尾花沢

市移住体験ツアーを開催します！ 

山形県尾花沢市 02_移住・定住・帰還相談・イベント 03_移住

体験  

平成29年12月4日 移住・起業希望者の小樽体験ツアー

参加者募集中(12/15まで) 

北海道小樽市 03_移住体験  

平成29年12月5日 「北海道中頓別町 移住フェア」を開

催します！ 

北海道中頓別町 02_移住・定住・帰還相談・イベント  

平成29年12月5日 空き家バンク登録物件情報：寒河江

市公式サイト 

山形県寒河江市 01_移住・定住・帰還支援（補助・助成等）  

平成29年12月5日 市営住宅入居者募集について(12月

5日号) 

鹿児島県いちき

串木野市 

04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年12月5日 定住促進住宅入居者募集 福島県天栄村 04_物件情報（公的賃貸住宅等）  

平成29年12月5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 04_物件情報（公的賃貸住宅等）  

平成29年12月5日 特定公共賃貸住宅入居者募集につ

いて 

島根県浜田市 04_物件情報（公的賃貸住宅等）  

平成29年12月5日 農業体験・移住体験ツアーを開催し

ます 

神奈川県南足柄

市 

02_移住・定住・帰還相談・イベント 03_移住

体験  

平成29年12月6日 【1/20東京開催】京都府移住・交流フ

ェアin秋葉原 

京都府伊根町 02_移住・定住・帰還相談・イベント  

平成29年12月6日 空き家バンク登録物件【貸46】 - 山

梨県 北杜市 

山梨県北杜市 02_移住・定住・帰還相談・イベント  

平成29年12月6日 空き家バンク登録物件【貸47】 - 山

梨県 北杜市 

山梨県北杜市 02_移住・定住・帰還相談・イベント  

平成29年12月6日 空き家バンク登録物件【貸48】 - 山

梨県 北杜市 

 

山梨県北杜市 02_移住・定住・帰還相談・イベント  
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平成29年12月6日 空き家バンク登録物件【売82】 - 山

梨県 北杜市 

山梨県北杜市 02_移住・定住・帰還相談・イベント  

平成29年12月6日 空き家バンク登録物件【売83】 - 山

梨県 北杜市 

山梨県北杜市 02_移住・定住・帰還相談・イベント  

平成29年12月6日 空き家バンク登録物件【売84】 - 山

梨県 北杜市 

山梨県北杜市 02_移住・定住・帰還相談・イベント  

平成29年12月6日 県営住宅入居者募集(平成29年12

月) 

兵庫県たつの市 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年12月6日 定住促進住宅見学会の開催につい

て 

福島県塙町 02_移住・定住・帰還相談・イベント  

平成29年12月6日 特定優良賃貸住宅、高齢者向け優

良賃貸住宅等 

神奈川県横須賀

市 

04_物件情報（公的賃貸住宅等）  

平成29年12月6日 美郷住宅の入居者を募集しています 山形県大江町 04_物件情報（公的賃貸住宅等）  

平成29年12月6日 『南伊勢町で田舎満喫体験！』参加

者募集について 

三重県南伊勢町 02_移住・定住・帰還相談・イベント 03_移住

体験  

平成29年12月6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 03_移住体験  

平成29年12月6日 公有地及び建物売却（広瀬町広瀬） 島根県安来市 04_物件情報（公的賃貸住宅等）  

平成29年12月7日 12月16日（土）九州・山口・沖縄「移住

＆起業・就農フェア」が開催されます 

佐賀県伊万里市 02_移住・定住・帰還相談・イベント  

平成29年12月7日 ２月３日（土曜日）、４日（日曜日） 「ぐ

るっとながの移住体験ツアー’１７第２

弾」開催決定！ 

長野県長野市 02_移住・定住・帰還相談・イベント 03_移住

体験  

平成29年12月7日 お試し移住体験の参加者を募集しま

す。を更新しました。 

秋田県にかほ市 03_移住体験  

平成29年12月7日 平成30年1月4日から空き家の改修や

賃貸住宅の家賃の助成を開始しま

す！(中央部地域等) 

山梨県甲府市 04_物件情報（公的賃貸住宅等）  

平成29年12月7日 別府市移住支援 京都市、豊後高田

市でイベント開催！ 

大分県別府市 02_移住・定住・帰還相談・イベント  

平成29年12月7日 補助金「空き家バンク登録物件」【リフ

ォーム】【家財処分】 

静岡県南伊豆町 06_改修・リフォーム  

平成29年12月8日 「吉田第2住宅」、「那留住宅」の入居

者募集 

岐阜県郡上市 04_物件情報（公的賃貸住宅等）  

平成29年12月8日 「第5回 青森暮らしセミナー」開催の

お知らせ 

青森県平川市 02_移住・定住・帰還相談・イベント 03_移住

体験  

平成29年12月8日 【1/8開催】小諸市移住・定住相談カ

フェ＠銀座NAGANO 

長野県小諸市 02_移住・定住・帰還相談・イベント 03_移住

体験  

平成29年12月8日 １２月の市営住宅募集状況 大分県国東市 05_公営住宅の入居募集  

平成29年12月8日 かみいしづ里山暮らし「移住体験ツア

ー」随時開催中です！ 

岐阜県大垣市 02_移住・定住・帰還相談・イベント 03_移住

体験  

平成29年12月8日 今月の市営住宅の募集は終了しまし

た。 

福井県越前市 05_公営住宅の入居募集  

平成29年12月8日 大田原市民ライターによる魅力発信

記事の公開について 

栃木県大田原市 02_移住・定住・帰還相談・イベント  

平成29年12月8日 平成29年度 第2回 市営住宅入居

者募集（空家）のご案内 

大阪府貝塚市 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年12月8日 平成29年度吹田市営住宅条例の一

部改正の骨子案に対する意見募集

結果について 

大阪府吹田市 05_公営住宅の入居募集  

平成29年12月8日 【参加企業一部変更】１２月２９日「ＵＩ

Ｊターン希望者・新規大卒者等合同企

業面接会」開催します！ 

大分県 02_移住・定住・帰還相談・イベント  

平成29年12月10日 公営住宅入居案内 新潟県魚沼市 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年12月10日 市営住宅定期募集を実施します 神奈川県藤沢市 05_公営住宅の入居募集  

平成29年12月10日 壬生町空き店舗・工場用地等情報 栃木県壬生町 04_物件情報（公的賃貸住宅等）  

平成29年12月11日 【終了しました】11月26日 八戸都市

圏8市町村による移住トークイベント

（東京都） 開催のお知らせ 

青森県八戸市 02_移住・定住・帰還相談・イベント  
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平成29年12月11日 2/24(土)～25(日)「くまもと移住体験ツ

アー in 冬の阿蘇市・南阿蘇村」開

催！ 

熊本県 02_移住・定住・帰還相談・イベント 03_移住

体験  

平成29年12月11日 トカライフ！～十島村（トカラ列島）で

島暮らし相談会～ in東京 を開催し

ます 

鹿児島県十島村 02_移住・定住・帰還相談・イベント  

平成29年12月11日 空き家バンク登録物件一覧 徳島県海陽町 04_物件情報（公的賃貸住宅等）  

平成29年12月11日 県外移住者の住宅取得を支援しま

す！ 

福島県桑折町 01_移住・定住・帰還支援（補助・助成等）  

平成29年12月11日 固定資産税の減額措置制度のお知

らせ 

栃木県壬生町 04_物件情報（公的賃貸住宅等）  

平成29年12月11日 市営住宅抽選結果（平成29年12月募

集分） 

鳥取県米子市 05_公営住宅の入居募集  

平成29年12月11日 市営住宅入居者の随時募集につい

て 

北海道旭川市 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年12月11日 市営住宅入居者募集中（１２月 第２

回目）｜各課のしごと｜秋田県北秋

田市 

秋田県北秋田市 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年12月11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 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年12月11日 都営住宅募集のお知らせ（家族向・

子育て世帯向） 

東京都昭島市 05_公営住宅の入居募集  

平成29年12月11日 日本語教室「はたらくためのにほんご 

Japanese Class for Working in Japan」

が開催されます 

長野県須坂市 02_移住・定住・帰還相談・イベント  

平成29年12月11日 平成29年度市営住宅(親子近居住

宅・子育て世帯向け住宅・単身者向

け住宅・一般世帯向け住宅)入居者

募集の抽選結果について（都市整備

局） 

大阪府大阪市 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年12月11日 平成29年度大阪市営住宅（親子近居

住宅・子育て世帯向け住宅・単身者

向け住宅・一般世帯向け住宅）入居

者募集に当選された方へ（都市整備

局） 

大阪府大阪市 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年12月11日 平成29年度第2回市営住宅入居者の

定期募集について（終了しました） 

北海道旭川市 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年12月11日 和泊町空き家活用住宅の入居者募

集について 

鹿児島県和泊町 04_物件情報（公的賃貸住宅等）  

平成29年12月11日 平成２９年１２月入札結果 秋田県八峰町 06_改修・リフォーム  

平成29年12月12日 『移住』『空き家・賃貸物件』『求人』 静岡県南伊豆町 02_移住・定住・帰還相談・イベント 03_移住

体験 04_物件情報（公的賃貸住宅等）  

平成29年12月12日 【ふるさと応援・体験道場】平成30年

度分申込み受付開始 

北海道礼文町 03_移住体験  

平成29年12月12日 1月17日（水）平日夜の転職・移住ガ

イダンス＆Ｕ・Ｉターン相談会「にいが

た暮らしナイター相談会」を東京・京

橋で開催します 

新潟県 02_移住・定住・帰還相談・イベント  

平成29年12月12日 九州・山口・沖縄 移住&起業・就農フ

ェア in 福岡 

熊本県八代市 02_移住・定住・帰還相談・イベント  

平成29年12月12日 公営住宅入居者の募集について（募

集期間：平成29年12月12日～平成29

年12月26日） 

北海道遠別町 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年12月12日 市営住宅の住戸を活用し、地域の活

性化につながる活動を行う団体を募

集します！（都市整備局） 

大阪府大阪市 05_公営住宅の入居募集  

平成29年12月12日 市営住宅の募集・申込・修繕などの

各種お問い合わせ先 

大阪府八尾市 05_公営住宅の入居募集  

平成29年12月12日 抽選により県営住宅の入居者を募集

します 

 

愛知県 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  



81 
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平成29年12月12日 町営住宅入居者募集 長野県富士見町 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年12月12日 平成29年度第3回(12月)鹿児島市営

住宅入居者募集(受付延長) 

鹿児島県鹿児島

市 

04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年12月12日 優秀な人材を獲得するノウハウと成

功事例セミナー 

長崎県 02_移住・定住・帰還相談・イベント  

平成29年12月12日 平成29年度の入札結果 岐阜県垂井町 04_物件情報（公的賃貸住宅等）  

平成29年12月13日 1/28（日）にいがたのローカルな魅力

セミナー『好きなことを、仕事にする。

～雪国で、夢かなえました～』を開催

します（東京・有楽町） 

新潟県 02_移住・定住・帰還相談・イベント  

平成29年12月13日 会津美里町移住体験ツアー 「真冬

のTURNSツアーin会津美里」が開催

されます！ 

福島県会津美里

町 

02_移住・定住・帰還相談・イベント 03_移住

体験  

平成29年12月13日 高齢者向け優良賃貸住宅募集 東京都羽村市 04_物件情報（公的賃貸住宅等）  

平成29年12月13日 村営住宅入居希望者募集について 沖縄県東村 05_公営住宅の入居募集  

平成29年12月13日 第6回八峰町お試し移住ツアー開催

決定！！！【平成30年2月10日(土)

～12日(月・祝)】 

秋田県八峰町 02_移住・定住・帰還相談・イベント 03_移住

体験 06_改修・リフォーム  

平成29年12月13日 町営住宅入居者の公募について 山形県真室川町 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年12月13日 平成29年12月市営住宅の入居者を

募集します 

東京都立川市 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年12月13日 【農業】大分県で農業を始めたい方

へ！ １２月２９日に大分市で開催さ

れる「ＵＩＪターン希望者・新規大卒者

等合同企業面接会」に就農相談コー

ナーを設置します【申し込み不要】 

大分県 02_移住・定住・帰還相談・イベント  

平成29年12月13日 京都府府営住宅家賃等に係るコンビ

ニエンスストア収納事務委託に係る

一般競争入札のお知らせ 

京都府 05_公営住宅の入居募集  

平成29年12月14日 移住者交流会 北海道美幌町 02_移住・定住・帰還相談・イベント  

平成29年12月14日 空き家・空き地バンク 空き地一覧 岩手県岩泉町 04_物件情報（公的賃貸住宅等）  

平成29年12月14日 空き家・空き地バンク 空き地物件番

号：No.１（岩泉１） 

岩手県岩泉町 04_物件情報（公的賃貸住宅等）  

平成29年12月14日 町営住宅の入居者募集（単身世帯

向） 

東京都大島町 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年12月14日 町営住宅入居者を募集します【入居

者募集期間：平成29年12月14日～12

月25日】 

岩手県雫石町 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年12月15日 【杉並区民対象】南伊豆町「お試し移

住」現地見学会 

静岡県南伊豆町 02_移住・定住・帰還相談・イベント 03_移住

体験  

平成29年12月15日 【締め切りは12月28日】町営住宅入

居者募集中 

静岡県清水町 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年12月15日 12/28まで！町営住宅の入居者を募

集します 

岡山県久米南町 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年12月15日 ふくおかよかとこ移住セミナー（第11

回）開催！ 

福岡県小竹町 02_移住・定住・帰還相談・イベント  

平成29年12月15日 みやき町営住宅等指定管理者の募

集について 

佐賀県みやき町 05_公営住宅の入居募集  

平成29年12月15日 リコシエ村 入居者募集のおしらせ 岐阜県瑞浪市 04_物件情報（公的賃貸住宅等）  

平成29年12月15日 漁業等に着業や起業、事業拡大する

方はご相談ください 

長崎県五島市 02_移住・定住・帰還相談・イベント  

平成29年12月15日 空き家情報 岩手県葛巻町 02_移住・定住・帰還相談・イベント 04_物件

情報（公的賃貸住宅等）  

平成29年12月15日 市営住宅の詳細（平成３０年１月募

集） 

高知県南国市 05_公営住宅の入居募集  

平成29年12月15日 市営住宅入居者募集情報 青森県平川市 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年12月15日 若者住宅の入居者募集のお知らせ 

 

長野県飯綱町 04_物件情報（公的賃貸住宅等）  
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配信日 タイトル 自治体 支援施策のカテゴリー区分 

平成29年12月15日 石巻市営住宅（仮設住宅入居者優先

住戸）12月募集のお知らせ 

宮城県石巻市 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年12月15日 町営戸建て住宅【入居者募集中】 福井県池田町 04_物件情報（公的賃貸住宅等）  

平成29年12月15日 町営戸建住宅【入居者募集中】 福井県池田町 04_物件情報（公的賃貸住宅等）  

平成29年12月15日 町営住宅入居者募集 島根県邑南町 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年12月15日 町営住宅入居者募集のお知らせ 山形県山辺町 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年12月15日 南橘町の新築市営住宅の入居者を

募集します 

群馬県前橋市 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年12月15日 平成29年度第1回中空知定住自立圏

共生ビジョン懇談会が開催されまし

た。（10月16日） 

北海道歌志内市 02_移住・定住・帰還相談・イベント  

平成29年12月15日 平成29年度第2回市営住宅入居者の

定期募集 公開抽選会結果 

北海道旭川市 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年12月15日 【2018年3月10日(土)・11日(日)】山形

ワークフェスin東京 

山形県河北町 02_移住・定住・帰還相談・イベント  

平成29年12月16日 市営住宅の入居者募集 千葉県成田市 02_移住・定住・帰還相談・イベント 04_物件

情報（公的賃貸住宅等） 05_公営住宅の入

居募集  

平成29年12月16日 市営住宅入居者募集を更新しまし

た。 

秋田県にかほ市 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年12月16日 平成29年11月公募 都営住宅（江戸

川区地元割当）募集にかかる抽選結

果 

東京都江戸川区 05_公営住宅の入居募集  

平成29年12月17日 【移住体験住宅】平成30年度分申込

み受付開始 

北海道礼文町 03_移住体験  

平成29年12月18日 「しまねUターンIターンフェアin広島」

が開催されます 

島根県浜田市 02_移住・定住・帰還相談・イベント  

平成29年12月18日 「しまねUターンIターン相談会in東

京」が開催されます 

島根県浜田市 02_移住・定住・帰還相談・イベント  

平成29年12月18日 「南信州暮らし移住相談会」 in 名

古屋 開催決定｜トピックス｜豊丘村 

長野県豊丘村 02_移住・定住・帰還相談・イベント  

平成29年12月18日 【1月14日】住む・働く・鳥取県 移住フ

ェアin東京に参加します 

鳥取県岩美町 02_移住・定住・帰還相談・イベント  

平成29年12月18日 【平成30年1月13日、14日】移住相談

会in東京に参加します！ 

鳥取県岩美町 02_移住・定住・帰還相談・イベント  

平成29年12月18日 新たな住まいの再建支援策（民間賃

貸住宅入居支援・転居費用助成） 

熊本県大津町 04_物件情報（公的賃貸住宅等）  

平成29年12月18日 平成29年11月下旬都営住宅地元割

当・区営住宅入居者募集抽せん結果 

東京都足立区 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年12月18日 入札参加募集公告（（仮称）移住支援

センター等改修工事） 

宮城県白石市 01_移住・定住・帰還支援（補助・助成等） 

06_改修・リフォーム  

平成29年12月18日 入札参加募集公告（（仮称）移住支援

センター等改修工事（その2）） 

宮城県白石市 01_移住・定住・帰還支援（補助・助成等） 

06_改修・リフォーム  

平成29年12月18日 空き家バンク 広島県大崎上島

町 

02_移住・定住・帰還相談・イベント 04_物件

情報（公的賃貸住宅等）  

平成29年12月19日 【Ｈ30年1月21日(日曜日)】西播磨住

まいと仕事の相談会開催のお知らせ 

兵庫県佐用町 02_移住・定住・帰還相談・イベント  

平成29年12月19日 【杉並区民対象】南伊豆町「お試し移

住（田舎暮らし体験）」現地見学会 

静岡県南伊豆町 02_移住・定住・帰還相談・イベント 03_移住

体験  

平成29年12月19日 Discover萩・津和野 女子旅（2泊3

日） 参加者募集 

山口県萩市 02_移住・定住・帰還相談・イベント  

平成29年12月19日 とちぎ暮らしセミナーが開催されます

【1月13日開催】 

栃木県大田原市 02_移住・定住・帰還相談・イベント  

平成29年12月19日 空き家活用住宅｢石川｣完成しまし

た！！！ 

秋田県八峰町 06_改修・リフォーム  

平成29年12月19日 高槻市移住セミナーを開催します！ 大阪府高槻市 02_移住・定住・帰還相談・イベント  

平成29年12月19日 市営住宅入居者公募予定 静岡県御前崎市 04_物件情報（公的賃貸住宅等）  

平成29年12月19日 鳥取県移住フェア開催のお知らせ 鳥取県江府町 02_移住・定住・帰還相談・イベント  
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配信日 タイトル 自治体 支援施策のカテゴリー区分 

平成29年12月19日 鳥取市移住相談会 in 麒麟のまち

【開催日:1/27(土)】を開催します！ 

鳥取県鳥取市 02_移住・定住・帰還相談・イベント  

平成29年12月19日 定住自立圏事業健康セミナー ～小

児救急について～ を開催しまし

た！ 

茨城県水戸市 02_移住・定住・帰還相談・イベント  

平成29年12月19日 平成29年11月区民住宅（あき家）入

居者募集抽選結果 

東京都千代田区 04_物件情報（公的賃貸住宅等）  

平成29年12月19日 平成29年度第3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29年12月19日開催） 

長崎県佐世保市 04_物件情報（公的賃貸住宅等）  

平成29年12月19日 米子市移住者交流会を開催しまし

た！（平成29年9月） 

鳥取県米子市 02_移住・定住・帰還相談・イベント  

平成29年12月19日 本宮市復興公営住宅への入居者を

募集します 

福島県大熊町 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年12月19日 平成30年度 入札等参加資格審査

(中間年度)申請について 

兵庫県篠山市 04_物件情報（公的賃貸住宅等）  

平成29年12月19日 平成２９年１２月入札結果 秋田県八峰町 06_改修・リフォーム  

平成29年12月20日 [新着情報]空き家・空き地バンク 深

川一已地区賃貸アパート物件番号

339を掲載しました。 

北海道深川市 04_物件情報（公的賃貸住宅等）  

平成29年12月20日 【参加者募集中】 ２月１１日（日曜日）

「親のためのUターン応援セミナー」を

開催します！ 

長野県長野市 02_移住・定住・帰還相談・イベント  

平成29年12月20日 ＜予告＞市営住宅の入居者を募集

します【平成３０年１月常時公募】（都

市整備局住宅政策課） 

広島県広島市 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年12月20日 ＜予告＞特賃住宅の入居者を募集

します【平成３０年１月常時公募】（都

市整備局住宅政策課） 

広島県広島市 04_物件情報（公的賃貸住宅等）  

平成29年12月20日 ２／１０～１２なんと移住体験ツアー

「古き良き日本で暮らそう なんと冬

物語」を開催 

富山県南砺市 02_移住・定住・帰還相談・イベント 03_移住

体験  

平成29年12月20日 お試し移住体験の参加者を募集しま

す。を更新しました。 

秋田県にかほ市 03_移住体験  

平成29年12月20日 開催まであと１か月!! 【1月20日】『と

っとり岩美移住・交流フェア』を開催し

ます！ 

鳥取県岩美町 02_移住・定住・帰還相談・イベント  

平成29年12月20日 牛久市 空家物件紹介ページ | 牛

久市公式ホームページ 

茨城県牛久市 04_物件情報（公的賃貸住宅等）  

平成29年12月20日 市営住宅入居者を募集します 【1月

募集】 

長野県中野市 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年12月20日 市営住宅入居者募集について(終了) 大阪府箕面市 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年12月20日 大蔵村季の里村営住宅入居者募

集！ 

山形県大蔵村 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年12月20日 田舎暮らし体験住宅利用受付開始 長野県山ノ内町 03_移住体験  

平成29年12月20日 特定公共賃貸住宅入居者随時募集 兵庫県丹波市 04_物件情報（公的賃貸住宅等）  

平成29年12月20日 平成29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 05_公営住宅の入居募集  

平成29年12月20日 本宮市復興公営住宅の入居者を募

集します（12/28まで） 

福島県浪江町 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年12月20日 民間借上げ高齢者住宅 （シルバー

ピア）  入居者募集（単身用） 

東京都小平市 04_物件情報（公的賃貸住宅等）  

平成29年12月20日 民間借上げ高齢者住宅 （シルバー

ピア） 入居者募集 （単身用） 

東京都小平市 04_物件情報（公的賃貸住宅等）  

平成29年12月20日 民間賃貸住宅の家賃補助事業 岐阜県多治見市 04_物件情報（公的賃貸住宅等）  

平成29年12月20日 市営住宅入居者募集【期間12月20日

(水曜日)～27日(水曜日)】 

長野県駒ヶ根市 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年12月21日 【移住セミナー】移住について悩んで

いるあなたとゆっくり個別相談「しばた

移住カウンセリング」 

新潟県新発田市 02_移住・定住・帰還相談・イベント  
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配信日 タイトル 自治体 支援施策のカテゴリー区分 

平成29年12月21日 【移住体験ツアー】TURNS×tocotoco 

小山・那須塩原1泊2日ツアー（募集

中） 

栃木県小山市 03_移住体験  

平成29年12月21日 ２月２１日（水曜日）「九州・山口しごと

フェスタ」に移住ブースも参加します 

大分県 02_移住・定住・帰還相談・イベント  

平成29年12月21日 ちょっと暮らし体験 北海道新ひだか

町 

03_移住体験  

平成29年12月21日 まちなか居住促進助成（引っ越し助

成）のお知らせ 

北海道富良野市 04_物件情報（公的賃貸住宅等）  

平成29年12月21日 宇部市営住宅の入居者の資格及び

入居の手続きが変わります 

山口県宇部市 04_物件情報（公的賃貸住宅等）  

平成29年12月21日 子育て世帯向け賃貸住宅の入居者

募集について 

和歌山県すさみ

町 

04_物件情報（公的賃貸住宅等）  

平成29年12月21日 市営住宅の入居者を募集します（平

成30年4月2日入居） 

茨城県常総市 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年12月21日 静岡まるごと移住フェアに出展します 静岡県東伊豆町 02_移住・定住・帰還相談・イベント  

平成29年12月21日 平成29年11月 区立住宅入居者募

集 抽せん結果 

東京都中央区 04_物件情報（公的賃貸住宅等）  

平成29年12月21日 平成29年度 第3回 市営住宅定期

募集受付 

愛知県一宮市 05_公営住宅の入居募集  

平成29年12月21日 農家民宿体験ツアーの開催について 

- お知らせ 

京都府福知山市 02_移住・定住・帰還相談・イベント 03_移住

体験  

平成29年12月21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 02_移住・定住・帰還相談・イベント  

平成29年12月21日 移住体験ツアーについて 香川県高松市 02_移住・定住・帰還相談・イベント 03_移住

体験  

平成29年12月21日 子育て世帯向け賃貸住宅の入居者

追加募集について 

和歌山県すさみ

町 

04_物件情報（公的賃貸住宅等）  

平成29年12月21日 牛久市 空家物件詳細ページNo3 茨城県牛久市 04_物件情報（公的賃貸住宅等）  

平成29年12月21日 牛久市 空家物件詳細ページNo4 茨城県牛久市 04_物件情報（公的賃貸住宅等）  

平成29年12月22日 [新着情報]市営住宅の入居者を募集

します 

北海道名寄市 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年12月22日 「だいせんライフ」を、はじめてみませ

んか。 

秋田県大仙市 01_移住・定住・帰還支援（補助・助成等） 

02_移住・定住・帰還相談・イベント  

平成29年12月22日 「子育て支援住宅」の入居者を募集し

ます｜くらしの情報｜浦河町 

北海道浦河町 04_物件情報（公的賃貸住宅等）  

平成29年12月22日 1月分伊那市営住宅の入居者募集案

内 

長野県伊那市 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年12月22日 しあわせ感じる佐田岬！！移住体験

ツアー 

愛媛県伊方町 03_移住体験  

平成29年12月22日 宮崎県営住宅及び延岡市営住宅等

の管理運営に関する指定管理者の

募集結果について 

宮崎県 05_公営住宅の入居募集  

平成29年12月22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１２月２２

日更新） 

福島県 05_公営住宅の入居募集  

平成29年12月22日 県営住宅入居募集のご案内（平成２

９年１２月２２日更新） 

福島県 05_公営住宅の入居募集  

平成29年12月22日 市有財産(土地)の公売を実施します 岩手県北上市 04_物件情報（公的賃貸住宅等）  

平成29年12月22日 町営住宅入居者の募集について 滋賀県日野町 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年12月22日 東京開催！！京都府移住・交流フェ

アin秋葉原 

京都府 02_移住・定住・帰還相談・イベント  

平成29年12月22日 平成29年度第2回 町営大原住宅入

居者募集 

大阪府熊取町 04_物件情報（公的賃貸住宅等）  

平成29年12月22日 平成29年度第3回（12月）鹿児島市営

住宅入居予定者募集抽せん結果 

鹿児島県鹿児島

市 

05_公営住宅の入居募集  

平成29年12月22日 平成30年度に賃貸物件を活用した保

育所（本園）を整備する法人の公募

について 

 

愛知県名古屋市 04_物件情報（公的賃貸住宅等）  
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配信日 タイトル 自治体 支援施策のカテゴリー区分 

平成29年12月22日 北上市民大学ゼミナール法学部（後

期） 受講生募集！ 

岩手県北上市 04_物件情報（公的賃貸住宅等）  

平成29年12月23日 市営住宅入居者募集 富山県南砺市 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年12月23日 平成29年11月区営住宅入居者公募

抽選結果 

東京都新宿区 04_物件情報（公的賃貸住宅等）  

平成29年12月23日 平成29年12月特定住宅入居者公募

結果 

東京都新宿区 04_物件情報（公的賃貸住宅等）  

平成29年12月23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 

岩手県一関市 01_移住・定住・帰還支援（補助・助成等） 

03_移住体験 04_物件情報（公的賃貸住宅

等） 06_改修・リフォーム  

平成29年12月25日 (社福)東京弘済園で高齢者住宅の生

活援助員募集 

東京都三鷹市 04_物件情報（公的賃貸住宅等）  

平成29年12月25日 [新着情報 お知らせ]ぴっぷって、こ

んなに子育てしやすいんだ！！ 

北海道比布町 02_移住・定住・帰還相談・イベント  

平成29年12月25日 １月の市営住宅募集のご案内 福井県越前市 05_公営住宅の入居募集  

平成29年12月25日 琴浦町IJUターン起業支援事業補助

金 

鳥取県琴浦町 01_移住・定住・帰還支援（補助・助成等） 

02_移住・定住・帰還相談・イベント 06_改

修・リフォーム  

平成29年12月25日 交野市同居・近居促進事業補助金 大阪府交野市 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 06_改修・

リフォーム  

平成29年12月25日 市営住宅の１月募集団地 長野県長野市 05_公営住宅の入居募集  

平成29年12月25日 市営住宅の１月募集入居申し込み方

法 

長野県長野市 05_公営住宅の入居募集  

平成29年12月25日 市営住宅入居者募集 栃木県宇都宮市 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年12月25日 市営住宅入居者募集一覧（平成30年

1月分） 

鳥取県米子市 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年12月25日 市営住宅入居者募集中（1月） 香川県観音寺市 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年12月25日 平成29年度市営住宅入居者募集 

第1次審査（公開抽選）結果 

神奈川県茅ヶ崎

市 

04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年12月25日 平成30年1月分県営住宅空家入居募

集案内 

千葉県浦安市 05_公営住宅の入居募集  

平成29年12月25日 男女共同参画啓発講座レポート 沖縄県うるま市 02_移住・定住・帰還相談・イベント 06_改

修・リフォーム  

平成29年12月25日 ”しま”企業説明会・移住相談会  

（長崎県しまの企業説明会） 

長崎県 02_移住・定住・帰還相談・イベント  

平成29年12月26日 １月１９日（金曜日）移住相談会「おお

いた暮らし塾in大阪」を開催します！ 

大分県 02_移住・定住・帰還相談・イベント  

平成29年12月26日 わが家・わが村のふるさと篠山に住も

う帰ろう運動推進事業補助金のお知

らせ 

兵庫県篠山市 01_移住・定住・帰還支援（補助・助成等）  

平成29年12月26日 空き家バンク登録物件一覧表 山梨県甲斐市 04_物件情報（公的賃貸住宅等）  

平成29年12月26日 市営住宅のご案内（12月・１月随時募

集） 

長野県大町市 05_公営住宅の入居募集  

平成29年12月26日 中古住宅購入後に解体し新築するた

めの補助金制度 

福岡県中間市 04_物件情報（公的賃貸住宅等）  

平成29年12月26日 中古住宅購入補助金制度 福岡県中間市 04_物件情報（公的賃貸住宅等）  

平成29年12月26日 平成29年度12月市営住宅の二次募

集について 

山口県防府市 05_公営住宅の入居募集  

平成29年12月27日 [新着情報]住宅入居者募集のお知ら

せ 

北海道興部町 04_物件情報（公的賃貸住宅等）  

平成29年12月27日 「応援の店」の一覧（佐世保市 中

部） 

長崎県 04_物件情報（公的賃貸住宅等）  

平成29年12月27日 【1/27(土)・28(日)開催!!】オーダーメ

イド型移住体験ツアーを開催しま

す！ 

富山県入善町 02_移住・定住・帰還相談・イベント 03_移住

体験  

平成29年12月27日 【杉並区民対象】南伊豆町「お試し移

住（田舎暮らし体験）」現地見学会 

 

静岡県南伊豆町 02_移住・定住・帰還相談・イベント 03_移住

体験  
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平成29年12月27日 １２月の公営住宅募集情報（受付は

終了しました） 

大分県宇佐市 05_公営住宅の入居募集  

平成29年12月27日 １月市営住宅入居者募集 兵庫県養父市 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年12月27日 サン・コーポラス和田山（朝来市定住

促進住宅）の入居者を募集します。 

兵庫県朝来市 04_物件情報（公的賃貸住宅等）  

平成29年12月27日 災害公営住宅入居者の募集につい

て 

岩手県洋野町 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年12月27日 市営住宅（店舗・作業所）の入居者募

集 

大阪府和泉市 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年12月27日 住宅セーフティネット法・住宅確保要

配慮者円滑入居賃貸住宅事業の登

録について 

栃木県 04_物件情報（公的賃貸住宅等）  

平成29年12月27日 東京都内で「北九州都市圏合同移住

セミナー」を開催します 

福岡県芦屋町 02_移住・定住・帰還相談・イベント  

平成29年12月27日 特定公共賃貸住宅の入居者を募集

しています 

山形県大江町 04_物件情報（公的賃貸住宅等）  

平成29年12月27日 平成29年度第2回市営住宅入居者募

集(平成30年1月10日から1月24日ま

で) 

奈良県橿原市 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年12月27日 市営住宅の入居者１月定期募集 岐阜県下呂市 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年12月28日 【先着順】市営住宅の入居者の公募

について（申込期限：平成30年3月30

日(金)午後5時までの先着順） 

岐阜県羽島市 04_物件情報（公的賃貸住宅等）  

平成29年12月28日 1/28(日)アクロス福岡「くまもと移住相

談会～くまもとにUIJターン！～」開催 

熊本県 02_移住・定住・帰還相談・イベント  

平成29年12月28日 アクティブシニア移住支援コンシェル

ジュを設置しました 

奈良県上牧町 01_移住・定住・帰還支援（補助・助成等）  

平成29年12月28日 すぐに購入できる物件 【国東高校双

国校校長宿舎】 

大分県 04_物件情報（公的賃貸住宅等）  

平成29年12月28日 すぐに購入できる物件 【竹田教職員

住宅跡地】 

大分県 04_物件情報（公的賃貸住宅等）  

平成29年12月28日 延岡市移住・子育て住まい支援事業

の交付要件の追加のお知らせ 

宮崎県延岡市 01_移住・定住・帰還支援（補助・助成等）  

平成29年12月28日 空き家バンク登録物件一覧 (up) 徳島県海陽町 04_物件情報（公的賃貸住宅等）  

平成29年12月28日 交野市同居・近居促進事業補助金 大阪府交野市 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 06_改修・

リフォーム  

平成29年12月28日 市営住宅の入居者を募集します 岩手県奥州市 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年12月28日 市営住宅入居者募集（継続） 岐阜県下呂市 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年12月28日 住宅ローン控除について 北海道北広島市 04_物件情報（公的賃貸住宅等）  

平成29年12月28日 町営住宅入居者募集 愛媛県伊方町 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年12月28日 町営住宅入居募集について 愛知県美浜町 05_公営住宅の入居募集  

平成29年12月28日 定住促進住宅「スカイラーク上高橋」

入居者募集受付（第2次）を開始しま

す。 

福岡県大刀洗町 04_物件情報（公的賃貸住宅等）  

平成29年12月28日 南橘町新築市営住宅の入居者募集

中！（受付は1月19日（金）まで） 

群馬県前橋市 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年12月28日 福島県空き家・ふるさと復興支援事

業 

福島県 01_移住・定住・帰還支援（補助・助成等） 

06_改修・リフォーム  

平成29年12月28日 平成29年度特定公共賃貸住宅入居

者募集（追加募集） 

岡山県津山市 04_物件情報（公的賃貸住宅等）  

平成29年12月28日 平成30年1月分市営住宅一般募集物

件一覧 

福島県郡山市 05_公営住宅の入居募集  

平成29年12月28日 平成30年1月分市営住宅優先募集物

件一覧 

 

 

福島県郡山市 05_公営住宅の入居募集  
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平成29年12月28日 平成30年3月 移住相談会「第8回 お

おいた暮らし塾in東京（アート特集）」

を開催します 

大分県 02_移住・定住・帰還相談・イベント  

平成29年12月28日 平成30年度市営住宅（公営住宅）入

居者募集 

岡山県津山市 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年12月28日 北杜市移住定住お試し住宅の御案

内 

山梨県北杜市 02_移住・定住・帰還相談・イベント 03_移住

体験  

平成29年12月28日 空き家バンク 栃木県那須町 02_移住・定住・帰還相談・イベント 04_物件

情報（公的賃貸住宅等）  

平成29年12月28日 物品売払（薪割り機１台） 島根県安来市 04_物件情報（公的賃貸住宅等）  

平成29年12月28日 物品売払（チッパーシュレッダー１台） 島根県安来市 04_物件情報（公的賃貸住宅等）  

平成29年12月28日 企業人材確保住宅の入居者を募集

します 

長野県飯田市 04_物件情報（公的賃貸住宅等）  

平成29年12月29日 【1月27日開催】北海道暮らしセミナ

ー（留萌地域）の開催について 

北海道遠別町 02_移住・定住・帰還相談・イベント  

平成29年12月29日 公営住宅入居申込について（1月募

集） 

北海道北見市 05_公営住宅の入居募集  

平成29年12月29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 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成29年12月29日 平成30年度ちょっと暮らし体験の利

用者募集中です！ 

北海道新ひだか

町 

03_移住体験  

平成29年12月29日 市営住宅入居者募集 - 那覇市 沖縄県那覇市 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成30年1月1日 空き家バンク登録物件一覧表 山梨県甲斐市 04_物件情報（公的賃貸住宅等）  

平成30年1月1日 公営住宅の入居者募集 兵庫県南あわじ

市 

04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成30年1月1日 市営住宅入居者募集 北海道歌志内市 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成30年1月1日 町営住宅入居者募集案内 栃木県壬生町 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成30年1月1日 公営住宅の入居者募集（随時募集） 兵庫県南あわじ

市 

04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成30年1月1日 平成29年度第1回池田市営住宅入居

者募集のご案内 

大阪府池田市 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成30年1月1日 岩泉町定住促進住宅の入居者募集

について 

岩手県岩泉町 04_物件情報（公的賃貸住宅等）  

平成30年1月1日 町営住宅入居者募集（２月定期募

集） 

広島県海田町 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成30年1月1日 市営樹木住宅（新築）の入居者を募

集 

愛知県豊田市 04_物件情報（公的賃貸住宅等）  

平成30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（木曜日）～1月15日

（月曜日）まで】 

新潟県燕市 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成30年1月1日 平成29年度第3回市営住宅入居者募

集 

滋賀県彦根市 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成30年1月1日 市営住宅について（空室情報掲載 1

月） 

北海道赤平市 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成30年1月1日 １月の公営住宅募集情報 大分県宇佐市 05_公営住宅の入居募集  

平成30年1月3日 町営住宅等の入居者募集について 鳥取県琴浦町 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成30年1月4日 ［お知らせ］市営住宅の入居者募集

について 

富山県砺波市 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成30年1月4日 「吉田第2住宅」、「那留住宅」の入居

者募集 

岐阜県郡上市 04_物件情報（公的賃貸住宅等）  

平成30年1月4日 【募集】災害公営住宅 空き住戸の入

居者を募集します 

福島県南相馬市 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成30年1月4日 現在の空き室状況 宮崎県えびの市 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成30年1月4日 市営住宅の入居者を募集します 茨城県行方市 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  
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平成30年1月4日 市営住宅募集 千葉県茂原市 05_公営住宅の入居募集  

平成30年1月4日 【1月4日から受付開始】住宅取得補

助金等(住宅の新築・購入・家賃補

助)、遠距離通勤補助金の申請受付

を行います。 

兵庫県朝来市 04_物件情報（公的賃貸住宅等）  

平成30年1月4日 町営住宅入居者募集（H30年1月分） 大分県日出町 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成30年1月4日 平成29年度 第２回 市営住宅入居

者募集（空家）のご案内 

大阪府貝塚市 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成30年1月4日 県営災害公営住宅（釜石市内両石団

地）入居者募集について 

岩手県 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成30年1月4日 県営災害公営住宅（釜石市内3団地）

入居者募集について 

岩手県 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成30年1月4日 洋野町定住化促進奨励金が拡充さ

れました 

岩手県洋野町 04_物件情報（公的賃貸住宅等）  

平成30年1月4日 特賃住宅の入居者を募集します【平

成３０年１月常時公募】（都市整備局

住宅政策課） 

広島県広島市 04_物件情報（公的賃貸住宅等）  

平成30年1月4日 市営住宅の入居者を募集します【平

成３０年１月常時公募】（都市整備局

住宅政策課） 

広島県広島市 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成30年1月4日 県営住宅の補欠入居者募集につい

て 

愛媛県 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成30年1月4日 【都市整備課】平成３０年度市営住宅

の補欠入居者の募集について 掲載

しました 

愛媛県東温市 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成30年1月4日 平成30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 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成30年1月4日 物件番号02 広いリビングが魅力で

す。賃貸価格5万円 

福島県会津坂下

町 

04_物件情報（公的賃貸住宅等）  

平成30年1月4日 【募集】1月分の市営住宅入居者を募

集します 

福島県南相馬市 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成30年1月4日 市営住宅入居者募集中（１月 第１回

目）｜各課のしごと｜秋田県北秋田

市 

秋田県北秋田市 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成30年1月4日 弘前駅前北地区都市再生住宅一般

入居者募集 - 弘前市 

青森県弘前市 04_物件情報（公的賃貸住宅等）  

平成30年1月4日 小水流団地の入居者募集 鹿児島県伊佐市 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成30年1月4日 【サマージャンボ宝くじ助成】平成30

年度 移住・定住・交流推進支援事

業を募集! 

熊本県玉名市 01_移住・定住・帰還支援（補助・助成等）  

平成30年1月4日 移住者座談会を開催します 岩手県花巻市 02_移住・定住・帰還相談・イベント  

平成30年1月4日 「にいがたライフスタイルカフェ2017 

VOL.5 －期間限定移住－」を開催し

ます（１月23日 東京・御茶ノ水） 

新潟県 02_移住・定住・帰還相談・イベント  

平成30年1月4日 【平成30年1月東京開催】長野県千曲

市移住相談デスク 

長野県千曲市 02_移住・定住・帰還相談・イベント  

平成30年1月4日 平成30年2月上旬都営住宅入居者募

集 

東京都足立区 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成30年1月4日 町営住宅の募集について（１月） 石川県能登町 05_公営住宅の入居募集  

平成30年1月4日 市営住宅定期募集(1月) 茨城県つくば市 05_公営住宅の入居募集  

平成30年1月5日 社会資本総合整備計画（住宅）及び

地域住宅計画（第３期）について 

福岡県添田町 04_物件情報（公的賃貸住宅等）  

平成30年1月5日 町営住宅入居者募集について 秋田県井川町 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成30年1月5日 町営住宅入居者募集のお知らせ 福島県会津美里

町 

04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成30年1月5日 【受付終了】一戸建て木造住宅の新

築、増改築の工事費用に助成します 

岩手県八幡平市 01_移住・定住・帰還支援（補助・助成等） 

04_物件情報（公的賃貸住宅等） 06_改修・

リフォーム  
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平成30年1月5日 第２回福島圏域合同移住セミナー開

催（２月３日） 

福島県桑折町 02_移住・定住・帰還相談・イベント  

平成30年1月5日 【移住希望者向け】雪灯り体験ツアー

を開催します。 

長野県木祖村 02_移住・定住・帰還相談・イベント 03_移住

体験  

平成30年1月5日 町営住宅の入居者募集（妙見団地･

古田団地） 

愛媛県内子町 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成30年1月5日 市営住宅入居者募集について(1月5

日号) 

鹿児島県いちき

串木野市 

04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成30年1月5日 １月の市営住宅募集状況 大分県国東市 05_公営住宅の入居募集  

平成30年1月5日 平成29年度 第3回 市営住宅定期

募集住宅一覧 

愛知県一宮市 05_公営住宅の入居募集  

平成30年1月6日 移住者交流イベント「HIDA-Drinks in 

HIDA」の開催 

岐阜県高山市 02_移住・定住・帰還相談・イベント  

平成30年1月9日 UJI住宅の紹介 山口県萩市 02_移住・定住・帰還相談・イベント  

平成30年1月9日 移住を考えている方へ(相談会のお

知らせ) 

山梨県笛吹市 02_移住・定住・帰還相談・イベント  

平成30年1月9日 空き家情報 岩手県雫石町 02_移住・定住・帰還相談・イベント 04_物件

情報（公的賃貸住宅等）  

平成30年1月9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 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成30年1月9日 交野市同居・近居促進事業補助金 大阪府交野市 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 06_改修・

リフォーム  

平成30年1月9日 町営住宅の入居者を募集します｜く

らし・手続き｜北海道弟子屈町 

北海道弟子屈町 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成30年1月9日 町営住宅の入居者募集情報を更新

しました｜お知らせ｜北海道弟子屈

町 

北海道弟子屈町 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成30年1月9日 町営住宅入居者募集 長野県富士見町 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成30年1月9日 別府市移住支援 お役立ち情報を更

新しました 

大分県別府市 01_移住・定住・帰還支援（補助・助成等）  

平成30年1月9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 02_移住・定住・帰還相談・イベント  

平成30年1月9日 【1月14日開催】しまねＵターンＩター

ン相談会in東京 

島根県益田市 02_移住・定住・帰還相談・イベント  

平成30年1月9日 【1月27日開催】しまねＵターンＩター

ンフェアin広島 

島根県益田市 02_移住・定住・帰還相談・イベント  

平成30年1月9日 平成30年2月17日（土）開催「南伊豆

現地セミナー」 

静岡県南伊豆町 02_移住・定住・帰還相談・イベント 03_移住

体験  

平成30年1月9日 ちょっと暮らし住宅(短期移住体験住

宅) 平成30年ハイシーズン利用申請

受付中｜各課｜音威子府村 

北海道音威子府

村 

03_移住体験  

平成30年1月9日 大分県市町村合同公売会が開催さ

れます 

大分県豊後大野

市 

04_物件情報（公的賃貸住宅等）  

平成30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 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成30年1月10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 04_物件情報（公的賃貸住宅等）  

平成30年1月10日 町営住宅入居者を募集します 北海道森町 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成30年1月10日 高島市子育て世帯空き家リノベーショ

ン事業費補助金について 

滋賀県高島市 01_移住・定住・帰還支援（補助・助成等） 

06_改修・リフォーム  

平成30年1月10日 おおなんライフお試しツアー 受付開

始 

島根県邑南町 02_移住・定住・帰還相談・イベント 03_移住

体験  

平成30年1月10日 【1月28日東京開催】愛あるえひめ暮

らしフェアの開催について 

愛媛県 02_移住・定住・帰還相談・イベント  

平成30年1月10日 優秀な人材を獲得するノウハウと成

功事例セミナー 

長崎県 02_移住・定住・帰還相談・イベント  

平成30年1月10日 【１月18日】移住相談デスク@名古屋

中日ビルに参加します 

長野県阿南町 02_移住・定住・帰還相談・イベント  
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平成30年1月10日 【1/26開催イベント告知：南伊豆郷土

料理フェア食べて感じる南伊豆】 

静岡県南伊豆町 02_移住・定住・帰還相談・イベント  

平成30年1月10日 第９回定住自立圏共生ビジョン懇談

会 

静岡県湖西市 02_移住・定住・帰還相談・イベント  

平成30年1月10日 開催まであと10日!! 【1月20日】『とっ

とり岩美移住・交流フェア』を開催しま

す！（プレゼント引き換えに関する注

意事項を掲載しました。） 

鳥取県岩美町 02_移住・定住・帰還相談・イベント  

平成30年1月10日 1月23日締め切り～市営住宅などの

入居者を募集します 

佐賀県唐津市 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成30年1月10日 市営住宅入居者を募集（応募期限は

1月25日） 

広島県江田島市 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成30年1月10日 町営住宅入居者募集（新緑ヶ丘団

地） 

福岡県芦屋町 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成30年1月11日 移住を考えている方へ(フェア出展の

お知らせ) 

山梨県笛吹市 02_移住・定住・帰還相談・イベント  

平成30年1月11日 空き家バンク登録物件【貸45】 - 山

梨県 北杜市 

山梨県北杜市 02_移住・定住・帰還相談・イベント  

平成30年1月11日 今月の市営住宅の募集は終了しまし

た。 

福井県越前市 05_公営住宅の入居募集  

平成30年1月11日 市営住宅の入居募集について 茨城県那珂市 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成30年1月11日 大蔵村子育て支援住宅「どんぐり」入

居者募集！ 

山形県大蔵村 04_物件情報（公的賃貸住宅等）  

平成30年1月11日 町営住宅入居者募集 山形県舟形町 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成30年1月11日 町営住宅入居者募集 島根県邑南町 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成30年1月11日 補助金「空き家バンク登録物件」【リフ

ォーム】【家財処分】 

静岡県南伊豆町 06_改修・リフォーム  

平成30年1月11日 「ヒロノジンになろう・ヒロノジンに会お

う」ポスターを作成 

岩手県洋野町 02_移住・定住・帰還相談・イベント  

平成30年1月11日 移住マッチング事業 北海道美幌町 02_移住・定住・帰還相談・イベント 03_移住

体験  

平成30年1月11日 平成29年度 第3回移住希望者向け

モニターツアーのお知らせ 

大分県臼杵市 02_移住・定住・帰還相談・イベント  

平成30年1月11日 【1月28日（日曜日）】東京での移住フ

ェアに出展します 

愛媛県西条市 02_移住・定住・帰還相談・イベント  

平成30年1月11日 平成３０年度ちょっと暮らし利用申込

みについて 

北海道美幌町 03_移住体験  

平成30年1月11日 定住促進住宅（竹田・荻地区に新設）

の入居者２次募集について 

大分県竹田市 04_物件情報（公的賃貸住宅等）  

平成30年1月11日 ◇◆平成29年度 市営住宅入居者

募集（第5回）◆◇ 

山形県尾花沢市 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成30年1月11日 平成30年度市・県民税、国民健康保

険税の申告受付を行います 

岩手県八幡平市 04_物件情報（公的賃貸住宅等）  

平成30年1月11日 平成２９年度第２回市営住宅（抽選対

象住宅） 入居者の募集 

広島県呉市 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成30年1月11日 区民住宅（中堅所得層ファミリー向け

住宅）の空家入居者を募集します 

東京都中野区 04_物件情報（公的賃貸住宅等）  

平成30年1月11日 高齢者個室借上げ住宅（二人世帯

用）の空き家入居者を募集します 

東京都墨田区 04_物件情報（公的賃貸住宅等）  

平成30年1月11日 平成30年度糸満市営住宅新規・空家

待ち入居者を募集します 

沖縄県糸満市 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成30年1月11日 駒ヶ根市有地のご案内 長野県駒ヶ根市 04_物件情報（公的賃貸住宅等）  

平成30年1月12日 「若者住宅」入居者を募集します 長野県中野市 04_物件情報（公的賃貸住宅等）  

平成30年1月12日 消費者トラブルニュース 岐阜県瑞浪市 04_物件情報（公的賃貸住宅等）  

平成30年1月12日 空き家バンク登録物件【売85】 山梨県北杜市 02_移住・定住・帰還相談・イベント  

平成30年1月12日 空き家バンク登録物件【貸40】 山梨県北杜市 02_移住・定住・帰還相談・イベント 06_改

修・リフォーム  
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平成30年1月12日 さつま暮らし体験ツアー～2018春～

の募集を開始しました 

鹿児島県さつま

町 

02_移住・定住・帰還相談・イベント 03_移住

体験  

平成30年1月12日 物件No.39（汐入町4丁目）売却・賃貸 神奈川県横須賀

市 

04_物件情報（公的賃貸住宅等）  

平成30年1月12日 介護保険関係 申請書・届出書一覧 鳥取県琴浦町 04_物件情報（公的賃貸住宅等）  

平成30年1月12日 みやき町営住宅等指定管理者の募

集要綱等に対する質問の回答につ

いて 

佐賀県みやき町 05_公営住宅の入居募集  

平成30年1月15日 交野市同居・近居促進事業補助金 大阪府交野市 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 06_改修・

リフォーム  

平成30年1月15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 04_物件情報（公的賃貸住宅等）  

平成30年1月15日 福島定住等緊急支援事業計画の実

績に関する評価 

福島県西郷村 01_移住・定住・帰還支援（補助・助成等）  

平成30年1月15日 首都圏で紀伊半島移住イベント開

催！ 

奈良県 02_移住・定住・帰還相談・イベント  

平成30年1月15日 久留米市：【東京開催】移住トークライ

ブを開催します 

福岡県久留米市 02_移住・定住・帰還相談・イベント  

平成30年1月15日 【2月10日～11日／立科町・佐久地

域】佐久地域移住体験ツアーを開催

します（県佐久地域振興局主催） 

長野県立科町 02_移住・定住・帰還相談・イベント 03_移住

体験  

平成30年1月15日 移住者優先入札「うらかわ生活体験

住宅」購入者募集中！｜くらしの情

報｜浦河町 

北海道浦河町 03_移住体験 04_物件情報（公的賃貸住宅

等）  

平成30年1月15日 市営住宅の入居者を募集します 

〔募集期間 : 平成30年1月15日～1

月31日〕 

千葉県佐倉市 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成30年1月15日 萩市東部地域定住促進住宅「うみか

ぜ須佐住宅」の入居者を募集します 

山口県萩市 04_物件情報（公的賃貸住宅等）  

平成30年1月15日 1/31まで！町営住宅の入居者を募

集します 

岡山県久米南町 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成30年1月15日 平成30年1月市営住宅空き家 入居

者の募集 

東京都小金井市 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成30年1月15日 浦添市営住宅空家待ち入居者募集

抽選結果について 

沖縄県浦添市 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成30年1月15日 市営住宅入居者募集中（１月 第２回

目）｜各課のしごと｜秋田県北秋田

市 

秋田県北秋田市 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成30年1月15日 市営住宅の入居者募集情報 茨城県取手市 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成30年1月15日 2018.01.15 平成29年度 1月 市営

住宅入居者募集 

静岡県富士宮市 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成30年1月15日 市営住宅募集情報（H30.1.15） 岡山県高梁市 05_公営住宅の入居募集  

平成30年1月15日 市営住宅１月期常時募集一覧 広島県三原市 05_公営住宅の入居募集  

平成30年1月15日 平成29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 05_公営住宅の入居募集  

平成30年1月15日 市営住宅抽選結果（平成30年1月募

集分） 

鳥取県米子市 05_公営住宅の入居募集  

平成30年1月15日 鹿児島市内の県営住宅の随時募集

について 

鹿児島県 05_公営住宅の入居募集  

平成30年1月16日 「吉田第2住宅」、「那留住宅」の入居

者募集 

岐阜県郡上市 04_物件情報（公的賃貸住宅等）  

平成30年1月16日 空き家をお探しの方へ - 山梨県 北

杜市 

山梨県北杜市 02_移住・定住・帰還相談・イベント  

平成30年1月16日 市営住宅入居者を募集します 静岡県磐田市 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成30年1月16日 町営住宅入居者募集 秋田県羽後町 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成30年1月16日 町営住宅入居者募集について 

 

 

静岡県函南町 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  



92 

配信日 タイトル 自治体 支援施策のカテゴリー区分 

平成30年1月16日 「第４回中日ビル移住相談デスク（名

古屋・栄）」に出展 

岐阜県 01_移住・定住・帰還支援（補助・助成等） 

02_移住・定住・帰還相談・イベント  

平成30年1月16日 「北海道中頓別町 移住フェア」終了

のお知らせ 

北海道中頓別町 02_移住・定住・帰還相談・イベント  

平成30年1月16日 宮城県丸森町・白石市移住フェアを

開催します！！ 

宮城県丸森町 02_移住・定住・帰還相談・イベント  

平成30年1月16日 宮城県白石市・丸森町移住フェアを

開催します 

宮城県白石市 02_移住・定住・帰還相談・イベント  

平成30年1月16日 第2回 くずまき暮らし体験ツアー開

催 

岩手県葛巻町 02_移住・定住・帰還相談・イベント 03_移住

体験  

平成30年1月16日 しまねUターンIターンフェア広島につ

いて 

島根県隠岐の島

町 

02_移住・定住・帰還相談・イベント  

平成30年1月16日 岩泉町子育て応援住宅の完成見学

会及び入居者募集について 

岩手県岩泉町 04_物件情報（公的賃貸住宅等）  

平成30年1月16日 [新着情報]空き家・空き地バンク 深

川一已地区賃貸住宅物件番号001を

再掲載しました。 

北海道深川市 04_物件情報（公的賃貸住宅等）  

平成30年1月16日 東団地 入居者募集情報 山形県河北町 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成30年1月16日 「山梨県住宅確保要配慮者賃貸住宅

供給促進計画（平成30年度～平成35

年度）」（素案）に対する県民意見の

募集について 

山梨県 04_物件情報（公的賃貸住宅等）  

平成30年1月16日 平成29年度 第3回 市営住宅定期

募集申込状況 

愛知県一宮市 05_公営住宅の入居募集  

平成30年1月16日 市営住宅のご案内（2月定期募集） 長野県大町市 05_公営住宅の入居募集  

平成30年1月17日 移住者交流会の開催 静岡県伊豆の国

市 

02_移住・定住・帰還相談・イベント  

平成30年1月17日 空き家登録制度「村山市空き家バン

ク」登録物件 

山形県村山市 04_物件情報（公的賃貸住宅等）  

平成30年1月17日 移住体験モニターツアーを開催しま

す（2月10日、11日） 

栃木県大田原市 02_移住・定住・帰還相談・イベント 03_移住

体験  

平成30年1月17日 ２月３日（土曜日）、４日（日曜日） 「ぐ

るっとながの移住体験ツアー’１７第２

弾」を開催します！ 

長野県長野市 02_移住・定住・帰還相談・イベント 03_移住

体験  

平成30年1月17日 山形県飯豊町／町営住宅「中ノ目団

地」入居者募集について 

山形県飯豊町 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成30年1月17日 市営住宅入居者2月募集 長野県小諸市 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成30年1月17日 平成29年度 第3回 市営住宅定期

募集申込状況 

愛知県一宮市 05_公営住宅の入居募集  

平成30年1月17日 平成２９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 05_公営住宅の入居募集  

平成30年1月18日 北上市移住体験ツアー開催のお知ら

せ 

岩手県北上市 02_移住・定住・帰還相談・イベント 03_移住

体験  

平成30年1月18日 前橋市の移住・定住促進事業につい

て 

群馬県前橋市 02_移住・定住・帰還相談・イベント  

平成30年1月18日 【参加者募集中】 ２月１１日（日曜日）

「親のためのＵターン応援セミナー」

を開催します！ 

長野県長野市 02_移住・定住・帰還相談・イベント  

平成30年1月18日 平成２９年度第３回漁業就業セミナー 

参加者募集！！ 

高知県 02_移住・定住・帰還相談・イベント  

平成30年1月18日 地域住宅計画(塩竈地域)[平成29～

33年度] 

宮城県塩竈市 04_物件情報（公的賃貸住宅等）  

平成30年1月18日 賃貸住宅向けの新たなリフォーム制

度等説明会の開催 

神奈川県松田町 04_物件情報（公的賃貸住宅等）  

平成30年1月18日 市有地公売のお知らせ 茨城県北茨城市 04_物件情報（公的賃貸住宅等）  

平成30年1月19日 町営住宅入居者の募集について 岩手県洋野町 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成30年1月19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 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  
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配信日 タイトル 自治体 支援施策のカテゴリー区分 

平成30年1月19日 移住体験ツアー情報の更新 静岡県島田市 01_移住・定住・帰還支援（補助・助成等） 

03_移住体験  

平成30年1月19日 湧別町で移住体験してみませんか!?

｜各課のページ｜湧別町 

北海道湧別町 03_移住体験  

平成30年1月19日 市営住宅入居者を募集（三方・福知

団地） 

兵庫県宍粟市 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成30年1月19日 町営住宅の入居者募集について（1

月15日登録） 

北海道長沼町 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成30年1月19日 市営住宅の入居者を募集します（2

月） 

大分県大分市 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成30年1月19日 匹見定住住宅入居者募集 島根県益田市 04_物件情報（公的賃貸住宅等）  

平成30年1月21日 都営住宅の入居者を募集(平成30年

2月) 

東京都三鷹市 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成30年1月22日 「だいせんライフ」移住者ネットワーク

交流会 

秋田県大仙市 02_移住・定住・帰還相談・イベント 03_移住

体験  

平成30年1月22日 公営住宅の入居者を募集します 和歌山県那智勝

浦町 

04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成30年1月22日 町営住宅空き家入居抽選会【定期募

集】を行います 

福岡県添田町 05_公営住宅の入居募集  

平成30年1月22日 特定公共賃貸住宅入居者随時募集 兵庫県丹波市 04_物件情報（公的賃貸住宅等）  

平成30年1月22日 福島県復興公営住宅入居者募集の

お知らせ 

福島県大熊町 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成30年1月22日 【ちばぎん移住・定住セミナー5in日本

橋】開催！ 

千葉県勝浦市 02_移住・定住・帰還相談・イベント  

平成30年1月22日 ２月１７日（土曜日）移住相談会「おお

いた暮らし塾in京都」を開催します！ 

大分県 02_移住・定住・帰還相談・イベント  

平成30年1月22日 「津軽のくらし相談会-西北エリア編

-」を開催いたします@東京 [西北地

域県民局地域連携部 1月22日] 

青森県 02_移住・定住・帰還相談・イベント  

平成30年1月22日 鳥取県・岡山県連携移住体験ツアー

が開催されます！（平成30年3月10日

から3月11日） 

鳥取県米子市 02_移住・定住・帰還相談・イベント 03_移住

体験  

平成30年1月22日 市営住宅入居者募集（平成30年2月

分） 

兵庫県丹波市 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成30年1月22日 [新着情報]空き家・空き地バンク 深

川一已地区賃貸アパート物件番号

340,341,342,343を掲載しました。 

北海道深川市 04_物件情報（公的賃貸住宅等）  

平成30年1月22日 用地登録制度 ～ 用地情報一覧 千葉県酒々井町 04_物件情報（公的賃貸住宅等）  

平成30年1月22日 都営住宅入居者募集の案内・申込書

を配布します（家族向ポイント方式、

単身者向・シルバーピア） 

東京都中野区 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成30年1月22日 復興公営住宅の入居者の募集のお

知らせ（１月定期募集） 

福島県 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成30年1月22日 福島県復興公営住宅入居者募集（1

月定期募集） 

福島県浪江町 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成30年1月22日 県営住宅（支援対象避難者向け）入

居募集のご案内（平成３０年１月２２日

更新） 

福島県 05_公営住宅の入居募集  

平成30年1月22日 県営住宅入居募集のご案内（平成３

０年１月２２日更新） 

福島県 05_公営住宅の入居募集  

平成30年1月22日 市営住宅の管理人（住込み）募集 長野県岡谷市 05_公営住宅の入居募集  

平成30年1月23日 移住体験住宅に住んでみません

か？ 

福島県会津若松

市 

02_移住・定住・帰還相談・イベント 03_移住

体験  

平成30年1月23日 町営住宅の入居募集について 岩手県矢巾町 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成30年1月23日 東備西播定住相談会を開催します！ 兵庫県赤穂市 02_移住・定住・帰還相談・イベント  

平成30年1月23日 【2月10日・3月10日】南信州移住相談

デスク@名古屋中日ビル 

長野県阿南町 02_移住・定住・帰還相談・イベント  

平成30年1月23日 平成30年2月都営住宅の入居者募集 

 

 

東京都葛飾区 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  
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配信日 タイトル 自治体 支援施策のカテゴリー区分 

平成30年1月23日 町営東寒水団地の入居者募集につ

いて 

佐賀県みやき町 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成30年1月23日 平成30年2月 都営住宅入居者募集 東京都稲城市 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成30年1月23日 平成29年度 第3回 市営住宅定期

募集申込状況 

愛知県一宮市 05_公営住宅の入居募集  

平成30年1月24日 市営住宅空家入居者募集の日程に

ついて 

千葉県松戸市 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成30年1月24日 市営住宅入居者募集 富山県南砺市 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成30年1月24日 町営住宅（公営住宅等）入居者募集

のお知らせ 

長野県立科町 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成30年1月24日 町営住宅（特定公共賃貸住宅）入居

者募集のお知らせ 

長野県立科町 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成30年1月24日 「くまもと移住相談会」福岡会場に出

展します。 

熊本県和水町 02_移住・定住・帰還相談・イベント  

平成30年1月24日 「ニッポン全国ふるさと市場」への出

店ついて※終了しました 

青森県十和田市 02_移住・定住・帰還相談・イベント  

平成30年1月24日 首都圏移住セミナー「津軽のくらし相

談会」開催について 

青森県鰺ヶ沢町 02_移住・定住・帰還相談・イベント  

平成30年1月24日 平成29年度「かみいしづ移住体験夢

ツアー」参加者募集中です！！ 

岐阜県大垣市 03_移住体験  

平成30年1月24日 鳥取県・岡山県連携移住体験ツアー

のお知らせ 

鳥取県江府町 03_移住体験  

平成30年1月24日 府民の方も応募できる！平成２９年度

（第２次）大阪市営住宅の入居者募

集がはじまります 

大阪府 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成30年1月24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 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成30年1月24日 売却可能な市有地について 宮崎県延岡市 04_物件情報（公的賃貸住宅等）  

平成30年1月24日 町営住宅入居者の募集 岩手県住田町 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成30年1月24日 公営住宅入居申込について（2月募

集） 

北海道北見市 05_公営住宅の入居募集  

平成30年1月24日 市営住宅の2月募集について 長野県安曇野市 05_公営住宅の入居募集  

平成30年1月25日 市営住宅入居者募集 栃木県宇都宮市 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成30年1月25日 町営住宅の入居者募集！ 岐阜県揖斐川町 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成30年1月25日 町営住宅入居者の公募について 山形県真室川町 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成30年1月25日 都営住宅の入居者を募集します 東京都東久留米

市 

04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成30年1月25日 福島県復興公営住宅入居者募集に

ついて（福島県からのお知らせ） 

福島県双葉町 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成30年1月25日 別府に移住された方の体験談を更新

しました 

大分県別府市 03_移住体験  

平成30年1月25日 【２月３日（土）大阪】とやま暮らしセミ

ナーin大阪（とやまを知るカフェ） 

富山県 02_移住・定住・帰還相談・イベント  

平成30年1月25日 【1/27(土)・28(日)】オーダーメイド型

移住体験ツアーを開催します！ 

富山県入善町 02_移住・定住・帰還相談・イベント 03_移住

体験  

平成30年1月25日 移住・定住セミナー開催のお知らせ 山梨県中央市 02_移住・定住・帰還相談・イベント  

平成30年1月25日 ２月１８日（日）にいがた古民家の魅

力セミナー＆U・Iターン相談会を開催

します（東京・日本橋） 

新潟県 02_移住・定住・帰還相談・イベント  

平成30年1月25日 【1月28日（日曜日）】「熊本移住相談

会～くまもとにUIJターン！～」に出展

します！ 

熊本県長洲町 02_移住・定住・帰還相談・イベント  

平成30年1月25日 西日本新聞社主催「九州・山口ハッ

ピーターンズフェア2018」に岡垣町も

参加します 

福岡県岡垣町 02_移住・定住・帰還相談・イベント  



95 

配信日 タイトル 自治体 支援施策のカテゴリー区分 

平成30年1月25日 平成30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 03_移住体験  

平成30年1月25日 平成29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 

04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成30年1月25日 2月分伊那市営住宅の入居者募集案

内 

長野県伊那市 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成30年1月25日 市営住宅入居者募集一覧（平成30年

2月分） 

鳥取県米子市 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成30年1月25日 ２月の市営住宅募集のご案内 福井県越前市 05_公営住宅の入居募集  

平成30年1月25日 市営住宅の２月募集入居申し込み方

法 

長野県長野市 05_公営住宅の入居募集  

平成30年1月25日 市営住宅の２月募集団地 長野県長野市 05_公営住宅の入居募集  

平成30年1月26日 移住相談会について 秋田県大仙市 02_移住・定住・帰還相談・イベント  

平成30年1月26日 市営住宅の入居者を募集します 愛媛県伊予市 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成30年1月26日 市営住宅の入居募集について 北海道美唄市 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成30年1月26日 八峰町空き家情報室 秋田県八峰町 01_移住・定住・帰還支援（補助・助成等）  

平成30年1月26日 美唄市営住宅のご案内 北海道美唄市 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成30年1月26日 西播磨暮らしフォーラム＆移住相談

会に出展します 

兵庫県赤穂市 02_移住・定住・帰還相談・イベント  

平成30年1月26日 津山市非常勤嘱託員（ＩＪＵコンシェル

ジュ）募集のお知らせ 

岡山県津山市 02_移住・定住・帰還相談・イベント  

平成30年1月26日 移住体験施設の利用申し込みにつ

いて 

静岡県牧之原市 03_移住体験  

平成30年1月26日 牧之原市移住体験施設について 静岡県牧之原市 03_移住体験  

平成30年1月26日 平成30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 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成30年1月26日 市営住宅の入居者募集（2月） 山口県下関市 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成30年1月26日 子育て応援住宅入居者募集！ 2月

11日（日）完成内覧会実施 

山形県真室川町 04_物件情報（公的賃貸住宅等）  

平成30年1月26日 市営住宅の入居者募集【2月定期公

募】 

福岡県飯塚市 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成30年1月26日 市営住宅入居者募集のお知らせ(2

月公募) 

青森県むつ市 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成30年1月29日 岩手県U・Iターンフェア（秋葉原） 岩手県 02_移住・定住・帰還相談・イベント  

平成30年1月29日 町営住宅入居者募集 愛媛県伊方町 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成30年1月29日 【2月24日(土)】西播磨暮らし相談会

開催のお知らせin神戸 

兵庫県佐用町 02_移住・定住・帰還相談・イベント  

平成30年1月29日 北上市移住体験ツアー開催のお知ら

せ 

岩手県北上市 02_移住・定住・帰還相談・イベント 03_移住

体験  

平成30年1月29日 とちぎ暮らしセミナーが開催されます

【2月17日開催】 

栃木県大田原市 02_移住・定住・帰還相談・イベント  

平成30年1月29日 「あつまれ！子育て世帯！家族では

じめる秋田暮らしの会」に八峰町が参

加します！ 

秋田県八峰町 02_移住・定住・帰還相談・イベント  

平成30年1月29日 2018.2.16（金）ゼロから学ぶ関係人

口セミナーを開催します！ [地域活

力振興課 1月29日] 

青森県 02_移住・定住・帰還相談・イベント  

平成30年1月29日 八戸圏域 移住＆協力隊 相談デス

ク実施のお知らせ 

青森県八戸市 02_移住・定住・帰還相談・イベント  

平成30年1月29日 市営住宅（店舗）の入居者募集 大阪府和泉市 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成30年1月29日 町営一般賃貸住宅「立山住宅」の入

居募集について 

 

宮崎県木城町 04_物件情報（公的賃貸住宅等）  
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配信日 タイトル 自治体 支援施策のカテゴリー区分 

平成30年1月29日 防府市営住宅入居者募集のお知ら

せ(平成30年2月分) 

山口県防府市 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成30年1月29日 市営住宅入居者募集(2月募集) 愛媛県八幡浜市 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成30年1月29日 市営樹木住宅（新築、家族形成期支

援向）の入居者を追加募集 

愛知県豊田市 04_物件情報（公的賃貸住宅等）  

平成30年1月29日 熊本県民間賃貸住宅借上事業事務

処理嘱託員を募集します。 

熊本県 04_物件情報（公的賃貸住宅等）  

平成30年1月29日 県営住宅について [建築住宅課 1

月29日] 

青森県 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成30年1月29日 2月13日締め切り～県営住宅入居予

備者募集 

佐賀県唐津市 05_公営住宅の入居募集  

平成30年1月29日 県営住宅などの募集に関する情報 埼玉県吉川市 05_公営住宅の入居募集  

平成30年1月29日 市営住宅使用料等通知関係書類送

付用封筒の広告募集を行います（都

市整備局） 

大阪府大阪市 05_公営住宅の入居募集  

平成30年1月30日 市営住宅の入居者募集 京都府宇治市 02_移住・定住・帰還相談・イベント 04_物件

情報（公的賃貸住宅等） 05_公営住宅の入

居募集  

平成30年1月30日 都営住宅の入居者募集 東京都東村山市 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成30年1月30日 移住をお考えの方必見！とちぎ暮ら

しセミナー開催！ 

栃木県栃木市 02_移住・定住・帰還相談・イベント  

平成30年1月30日 ☆南米からのおたより☆11月号【ペル

ー】 

沖縄県浦添市 02_移住・定住・帰還相談・イベント  

平成30年1月30日 信州大学定住促進共同研究「空き家

も資源！まちの資源見学会」を開催

します 

長野県大町市 02_移住・定住・帰還相談・イベント  

平成30年1月30日 第5回移住者交流会を開催します 長野県駒ヶ根市 02_移住・定住・帰還相談・イベント  

平成30年1月30日 あばいん一関 岩手県一関市 03_移住体験 04_物件情報（公的賃貸住宅

等） 06_改修・リフォーム  

平成30年1月30日 [新着情報]空き家・空き地バンク 音

江賃貸戸建住宅物件番号005を掲載

しました。 

北海道深川市 04_物件情報（公的賃貸住宅等）  

平成30年1月30日 平成30年2月都営住宅の入居者募集 東京都立川市 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成30年1月30日 ◇羽後町空き家バンク登録物件一覧

◇平成30年1月29日最終更新 

秋田県羽後町 04_物件情報（公的賃貸住宅等）  

平成30年1月30日 県営住宅について [建築住宅課 1

月30日] 

青森県 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成30年1月30日 平成30年2月「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 05_公営住宅の入居募集  

平成30年1月30日 府営住宅の２月募集を実施します 大阪府 05_公営住宅の入居募集  

平成30年1月30日 町営住宅募集について 山梨県昭和町 05_公営住宅の入居募集  

平成30年1月30日 平成30年度 県営住宅空き家待ち順

位登録募集 

鹿児島県与論町 05_公営住宅の入居募集  

平成30年1月30日 ときがわ町シェアハウス”まちんなか”

入居者を募集します 

埼玉県ときがわ

町 

06_改修・リフォーム  

平成30年1月31日 空き家バンク登録物件一覧 (up) 徳島県海陽町 04_物件情報（公的賃貸住宅等）  

平成30年1月31日 北杜市営住宅 個別情報 新山崎団

地 

山梨県北杜市 01_移住・定住・帰還支援（補助・助成等）  

平成30年1月31日 （2月25日）ながさき漁業伝習所が移

住相談会（東京）に出展 

長崎県 01_移住・定住・帰還支援（補助・助成等） 

02_移住・定住・帰還相談・イベント  

平成30年1月31日 UIJ ターン支援セミナーをシックス・ア

パート株式会社と協同で開始しま

す！ [新産業創造課 1月29日] 

青森県 01_移住・定住・帰還支援（補助・助成等）  

平成30年1月31日 丸森町と合同で移住説明会を開催し

ました 

 

宮城県白石市 02_移住・定住・帰還相談・イベント  



97 

配信日 タイトル 自治体 支援施策のカテゴリー区分 

平成30年1月31日 ＵＩターン者交流会が開催されます

（政策推進課トピックス） 

福井県越前市 02_移住・定住・帰還相談・イベント  

平成30年1月31日 『立科町 子育て世代定住応援セミナ

ー（全2回）』開催のお知らせ 

長野県立科町 02_移住・定住・帰還相談・イベント  

平成30年1月31日 定住促進新山住宅（入居者常時募集

中） 

宮城県栗原市 04_物件情報（公的賃貸住宅等）  

平成30年1月31日 保育園備品の公売 愛知県知多市 04_物件情報（公的賃貸住宅等）  

平成30年1月31日 平成29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 04_物件情報（公的賃貸住宅等）  

平成30年1月31日 【平成30年4月1日～平成31年3月31

日】大阪市都市整備局市営住宅管理

業務非常勤嘱託職員の募集につい

て（都市整備局） 

大阪府大阪市 05_公営住宅の入居募集  

平成30年1月31日 平成30年2月分鶴見坦市営住宅募集

物件一覧 

福島県郡山市 05_公営住宅の入居募集  

平成30年1月31日 平成30年2月分市営住宅優先募集物

件一覧 

福島県郡山市 05_公営住宅の入居募集  

平成30年1月31日 平成30年2月分市営住宅一般募集物

件一覧 

福島県郡山市 05_公営住宅の入居募集  

平成30年2月1日 [お知らせ]市営住宅の入居者を募集

します 

北海道深川市 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成30年2月1日 ［お知らせ］市営住宅の入居者募集

について 

富山県砺波市 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成30年2月1日 [新着情報]住宅入居者募集のお知ら

せ 

北海道興部町 04_物件情報（公的賃貸住宅等）  

平成30年2月1日 現在の空き室状況 宮崎県えびの市 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成30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 04_物件情報（公的賃貸住宅等）  

平成30年2月1日 市営住宅について 長野県千曲市 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成30年2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 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成30年2月1日 市営住宅の入居者を募集します 茨城県行方市 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成30年2月1日 市営住宅入居者の随時募集につい

て 

北海道旭川市 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成30年2月1日 市営住宅入居者の募集について 北海道赤平市 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成30年2月1日 市営住宅入居者募集 福岡県筑後市 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成30年2月1日 市営住宅入居者募集について 千葉県富津市 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成30年2月1日 町営住宅の入居者を募集します｜く

らし・手続き｜北海道弟子屈町 

北海道弟子屈町 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成30年2月1日 町営住宅入居者募集 福島県三春町 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成30年2月1日 町営住宅入居者募集のお知らせ 宮城県大郷町 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成30年2月1日 町営住宅入居募集について 福岡県大刀洗町 05_公営住宅の入居募集  

平成30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 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成30年2月1日 都営住宅の入居者募集（東京都直接

募集） 

東京都西東京市 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成30年2月1日 別府市移住支援 日出町で「おおい

た暮らし交流会」開催 

大分県別府市 02_移住・定住・帰還相談・イベント  

平成30年2月1日 （仮称）栃木市移住体験施設開設記

念式典開催及び愛称の募集につい

て 

 

 

栃木県栃木市 02_移住・定住・帰還相談・イベント 03_移住

体験  
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平成30年2月1日 （仮称）栃木市移住体験施設開設記

念式典開催及びの愛称の募集につ

いて 

栃木県栃木市 02_移住・定住・帰還相談・イベント 03_移住

体験  

平成30年2月1日 南島原市・西南学院大学博物館連携

特別展「島原大移住―戦乱の終わり

から復興へ―」を開催します！ 

長崎県南島原市 02_移住・定住・帰還相談・イベント  

平成30年2月1日 楽園信州移住セミナー「人生二毛作

のススメ」 

長野県千曲市 02_移住・定住・帰還相談・イベント 03_移住

体験  

平成30年2月1日 定住自立圏共生ビジョン懇談会委員

を募集します 

鳥取県琴浦町 02_移住・定住・帰還相談・イベント  

平成30年2月1日 平成29年度、平成30年度移住体験

住宅予約受付中です！ 

北海道小平町 03_移住体験  

平成30年2月1日 平成29年度、平成30年度移住体験

住宅予約受付中です！ 

北海道豊浦町 03_移住体験  

平成30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 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成30年2月1日 民間賃貸住宅家賃補助申し込み募

集 

京都府長岡京市 04_物件情報（公的賃貸住宅等）  

平成30年2月1日 公営住宅の入居者募集（特公賃） 兵庫県南あわじ

市 

04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成30年2月1日 市営住宅 西麻町団地(新築)の入居

者募集について 

北海道富良野市 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成30年2月1日 平成29年度第3回市営住宅入居者の

定期募集について 

北海道旭川市 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成30年2月1日 鳥里道営住宅入居募集 北海道美幌町 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成30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 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成30年2月1日 市営住宅入居者募集について（音別

地域） 

北海道釧路市 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成30年2月1日 町営住宅入居者募集（H30年２月分） 大分県日出町 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成30年2月1日 2018年2月栗原市営住宅入居者募集 宮城県栗原市 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成30年2月1日 市有物件（土地）の購入希望者を募

集します。（高岡市五十辺字東谷内、

答野島字釈迦堂） 

富山県高岡市 04_物件情報（公的賃貸住宅等）  

平成30年2月1日 市営住宅の入居者募集（２月募集） 山口県萩市 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成30年2月1日 市営住宅入居者募集（平成30年2月

募集） 

山口県長門市 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成30年2月1日 市営住宅の入居者２月定期募集 岐阜県下呂市 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成30年2月1日 市営住宅・災害公営住宅等の入居者

募集 

岩手県宮古市 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成30年2月1日 岩泉町子育て応援住宅の完成見学

会及び入居者募集について 

岩手県岩泉町 04_物件情報（公的賃貸住宅等）  

平成30年2月1日 市営住宅の入居者を募集します【平

成３０年２月定期公募】（都市整備局

住宅政策課） 

広島県広島市 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成30年2月1日 特賃住宅の入居者を募集します【平

成３０年２月常時公募】（都市整備局

住宅政策課） 

広島県広島市 04_物件情報（公的賃貸住宅等）  

平成30年2月1日 市営住宅の入居者を募集します【平

成３０年２月常時公募】（都市整備局

住宅政策課） 

広島県広島市 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成30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（木曜日）～2月15日

（木曜日）まで 

新潟県燕市 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成30年2月1日 平成30年2月都営住宅入居者募集 東京都小金井市 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  
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平成30年2月1日 平成30年2月都営住宅入居者募集 東京都武蔵野市 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成30年2月1日 都営住宅入居者募集（ポイント方式、

単身者向け、シルバーピア） 

東京都府中市 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成30年2月1日 都営住宅入居者の募集案内を配布

します（30年2月1日） 

東京都杉並区 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成30年2月1日 住宅をお探しの方へ 都営住宅の入

居者を募集します！ 

東京都羽村市 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成30年2月1日 平成30年第1回大牟田市営住宅入居

者募集について 

福岡県大牟田市 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成30年2月1日 特定公共賃貸住宅入居者募集中 福岡県筑後市 04_物件情報（公的賃貸住宅等）  

平成30年2月1日 【募集】2月分の市営住宅入居者を募

集します 

福島県南相馬市 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成30年2月1日 市営住宅入居者募集中（２月 第１回

目）｜各課のしごと｜秋田県北秋田

市 

秋田県北秋田市 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成30年2月1日 【戸建て・庭付き】移住子育て応援市

営住宅の入居者募集について 

群馬県富岡市 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成30年2月1日 【新築】長久保市営住宅の入居者募

集について【移住子育て世帯優先入

居あり！】 

群馬県富岡市 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成30年2月1日 住宅をお探しの方へ 市営住宅・高

齢者向け住宅の入居者募集 

長崎県五島市 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成30年2月1日 【入居者募集】特定公共賃貸住宅 

（家賃が変更されます） 

長崎県佐々町 04_物件情報（公的賃貸住宅等）  

平成30年2月1日 交付申請書兼実績報告書の提出に

ついて 

静岡県島田市 04_物件情報（公的賃貸住宅等）  

平成30年2月1日 市営住宅駐車場における月極駐車

場及び時間貸駐車場運営事業者を

募集します。 

北海道札幌市 05_公営住宅の入居募集  

平成30年2月1日 平成３０年２月の県営住宅空き家募

集について 

大分県 05_公営住宅の入居募集  

平成30年2月1日 ２月の公営住宅募集情報 大分県宇佐市 05_公営住宅の入居募集  

平成30年2月1日 町営住宅２月募集は行いません 山口県田布施町 05_公営住宅の入居募集  

平成30年2月1日 ２０１７年度市営住宅２月期定期募集

のお知らせ 

広島県福山市 05_公営住宅の入居募集  

平成30年2月1日 平成29年度 第3回 市営住宅定期

募集抽選結果 

愛知県一宮市 05_公営住宅の入居募集  

平成30年2月1日 町営住宅の募集について（２月） 石川県能登町 05_公営住宅の入居募集  

平成30年2月1日 【2/9まで】市営住宅募集情報 鳥取県倉吉市 05_公営住宅の入居募集  

平成30年2月1日 平成29年度第4回(3月)鹿児島市営

住宅募集受付日程 

鹿児島県鹿児島

市 

05_公営住宅の入居募集  

平成30年2月2日 市営住宅入居者募集 北海道歌志内市 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成30年2月2日 町営住宅の入居者募集情報を更新

しました｜お知らせ｜北海道弟子屈

町 

北海道弟子屈町 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成30年2月2日 町営住宅入居者募集について 秋田県井川町 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成30年2月2日 「郡上白鳥で遊ぼう 大交流会」開催

のお知らせ 

岐阜県郡上市 02_移住・定住・帰還相談・イベント  

平成30年2月2日 【2月17日大阪開催】愛あるえひめ暮

らしフェアの開催について 

愛媛県 02_移住・定住・帰還相談・イベント  

平成30年2月2日 「山都移住者写真展」開催！ 熊本県山都町 02_移住・定住・帰還相談・イベント  

平成30年2月2日 日立市ＵＩＪターン魅力紹介フェアの

ご案内 

茨城県日立市 02_移住・定住・帰還相談・イベント  

平成30年2月2日 山形村への移住・定住について 長野県山形村 02_移住・定住・帰還相談・イベント  

平成30年2月2日 ２月２５日（日曜日）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 02_移住・定住・帰還相談・イベント  
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平成30年2月2日 くらし・環境部長トーク更新しました

「静岡まるごと移住フェア」 

静岡県 02_移住・定住・帰還相談・イベント  

平成30年2月5日 市営住宅入居者を募集します 奈良県香芝市 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成30年2月5日 町営住宅の入居者募集（家族世帯向 

随時募集） 

東京都大島町 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成30年2月5日 特定優良賃貸住宅TAKAHIROマン

ションの入居者募集 

福井県敦賀市 04_物件情報（公的賃貸住宅等）  

平成30年2月5日 2月24日「地方創生プロジェクト移住・

交流フェア（池袋）」が開催されます。 

佐賀県伊万里市 02_移住・定住・帰還相談・イベント  

平成30年2月5日 「九州・山口ハッピーターンズフェア

2018」に宇佐市も参加します 

大分県宇佐市 02_移住・定住・帰還相談・イベント  

平成30年2月5日 名取市閖上地区定住促進サイト開設

のお知らせ 

宮城県名取市 02_移住・定住・帰還相談・イベント  

平成30年2月5日 移住定住イベント「九州・山口ハッピ

ーターンズフェア２０１８」に広川町も

ブース出展します！ 

福岡県広川町 02_移住・定住・帰還相談・イベント  

平成30年2月5日 「おためし移住」してみませんか？ 北海道北広島市 03_移住体験  

平成30年2月5日 短期で利用できるお試し移住用施設

の御案内（H30.2.5施設追加） 

静岡県南伊豆町 03_移住体験  

平成30年2月5日 2月21日締め切り～市営住宅などの

入居者を募集します 

佐賀県唐津市 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成30年2月5日 岐南町空き店舗対策事業補助金交

付制度をご利用ください 

岐阜県岐南町 04_物件情報（公的賃貸住宅等）  

平成30年2月5日 県営災害公営住宅（大槌町内3団地）

入居者募集について 

岩手県 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成30年2月5日 県営災害公営住宅（大槌町内屋敷前

団地）入居者募集について 

岩手県 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成30年2月5日 入居者募集！子育て世帯向け地域

優良賃貸住宅（2018.2.5） 

広島県竹原市 04_物件情報（公的賃貸住宅等）  

平成30年2月5日 町営住宅の入居者募集（家族世帯向 

定住促進住宅） 

東京都大島町 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成30年2月5日 静岡市空き家情報バンクを開始しま

した！ 

静岡県静岡市 04_物件情報（公的賃貸住宅等）  

平成30年2月5日 村営住宅「野友団地１号棟（世帯

用）」入居者募集について 

高知県北川村 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成30年2月5日 荒川地域振興住宅入居者募集につ

いて(2月5日号) 

鹿児島県いちき

串木野市 

04_物件情報（公的賃貸住宅等）  

平成30年2月5日 市営住宅入居者募集について(2月5

日号) 

鹿児島県いちき

串木野市 

04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成30年2月5日 第5回国分・隼人地区市営住宅入居

者の抽選会を行います 

鹿児島県霧島市 04_物件情報（公的賃貸住宅等）  

平成30年2月5日 市営住宅第３回定期募集一覧 広島県三原市 05_公営住宅の入居募集  

平成30年2月6日 町営住宅入居募集について 愛知県美浜町 05_公営住宅の入居募集  

平成30年2月6日 南砺市利賀地域山村留学定住推進

協議会の開催について 

富山県南砺市 02_移住・定住・帰還相談・イベント  

平成30年2月6日 田舎の暮らし方ブログ 秋田県大仙市 01_移住・定住・帰還支援（補助・助成等） 

02_移住・定住・帰還相談・イベント  

平成30年2月6日 ３月３日（土曜日）移住相談会「おお

いた暮らし塾in大阪」を開催します！ 

大分県 02_移住・定住・帰還相談・イベント  

平成30年2月6日 平成３０年２月に実施する移住促進イ

ベントのご案内 

岐阜県 02_移住・定住・帰還相談・イベント  

平成30年2月6日 第２回福島圏域合同移住セミナーを

開催しました！ 

福島県桑折町 02_移住・定住・帰還相談・イベント  

平成30年2月6日 2月24日（土）南信州暮らし移住相談

会in大阪に出展します（マイドームお

おさか） 

長野県喬木村 02_移住・定住・帰還相談・イベント  

平成30年2月6日 ２月３日（土曜日）、４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 02_移住・定住・帰還相談・イベント 03_移住

体験  
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配信日 タイトル 自治体 支援施策のカテゴリー区分 

平成30年2月6日 平成30年3月10日（土）医療・福祉人

材のための移住・就職セミナーを開

催します 

静岡県南伊豆町 02_移住・定住・帰還相談・イベント  

平成30年2月6日 【3月3日】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 02_移住・定住・帰還相談・イベント  

平成30年2月6日 特定優良賃貸住宅（シティハウス新

川町）の入居者募集案内 

福島県いわき市 04_物件情報（公的賃貸住宅等）  

平成30年2月6日 市営住宅入居者募集（２月分） 兵庫県養父市 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成30年2月6日 【入札】一般競争入札の実施につい

て（システム端末機器の賃貸借 一

式） 

北海道 04_物件情報（公的賃貸住宅等）  

平成30年2月6日 東村宮城定住促進住宅（戸建型）入

居者募集のお知らせ 

沖縄県東村 04_物件情報（公的賃貸住宅等）  

平成30年2月7日 田舎の暮らし方ブログ 秋田県大仙市 01_移住・定住・帰還支援（補助・助成等） 

02_移住・定住・帰還相談・イベント  

平成30年2月7日 札幌市と国士舘大学の「UIターン就

職支援協定」締結について 

北海道札幌市 01_移住・定住・帰還支援（補助・助成等）  

平成30年2月7日 「南陽市空き家バンク」とは 山形県南陽市 01_移住・定住・帰還支援（補助・助成等）  

平成30年2月7日 移住定住支援サイトオープン 静岡県伊豆の国

市 

01_移住・定住・帰還支援（補助・助成等）  

平成30年2月7日 [新着情報]移住者交流会開催のお

知らせ 

北海道深川市 02_移住・定住・帰還相談・イベント  

平成30年2月7日 【3月3日】住む×働く×鳥取県 移住

フェアin大阪に参加します！（プレゼ

ントの引き換えに関する注意事項も

掲載しています） 

鳥取県岩美町 02_移住・定住・帰還相談・イベント  

平成30年2月7日 【2月24日】地方創生プロジェクト移

住・交流フェアin東京に参加します！ 

鳥取県岩美町 02_移住・定住・帰還相談・イベント  

平成30年2月7日 バーチャル移住!? 紀州わかやま は

しっこ暮らし（橋本暮らし）【360度VR

動画】 

和歌山県橋本市 03_移住体験  

平成30年2月7日 市営住宅入居者募集（平成30年2月） 兵庫県たつの市 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成30年2月7日 市営住宅の入居者募集【2月定期公

募受付終了】 

福岡県飯塚市 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成30年2月7日 ２月の市営住宅募集状況 大分県国東市 05_公営住宅の入居募集  

平成30年2月7日 市営住宅募集情報（H30.2.7） 岡山県高梁市 05_公営住宅の入居募集  

平成30年2月8日 平成29年度審議会等の会議の公開 岩手県洋野町 04_物件情報（公的賃貸住宅等）  

平成30年2月8日 兵庫県信用組合が空き家活用を支

援（市長日記） 

兵庫県篠山市 01_移住・定住・帰還支援（補助・助成等） 

06_改修・リフォーム  

平成30年2月8日 定住外国人就業・定着支援事業検証

セミナー 

静岡県湖西市 01_移住・定住・帰還支援（補助・助成等）  

平成30年2月8日 「ヒロノジンになろう・ヒロノジンに会お

う」ポスターを作成 

岩手県洋野町 02_移住・定住・帰還相談・イベント  

平成30年2月8日 しまねＵターンＩターン相談会ｉｎ大阪 島根県隠岐の島

町 

02_移住・定住・帰還相談・イベント  

平成30年2月8日 移住定住相談 - 廿日市市公式ホー

ムページ 

広島県廿日市市 02_移住・定住・帰還相談・イベント  

平成30年2月8日 静岡de就職直前ミーティング in 愛

知学院大学 名城公園キャンパス 

静岡県磐田市 02_移住・定住・帰還相談・イベント  

平成30年2月8日 公営住宅・特定公共賃貸住宅の入居

者募集について 

北海道小清水町 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成30年2月8日 【募集】瑞浪市産業振興センター内イ

ンキュベーションルーム利用者を募

集します 

岐阜県瑞浪市 04_物件情報（公的賃貸住宅等）  

平成30年2月8日 平成２９年度 中土佐町定住促進中

間管理住宅 入居者募集 

高知県中土佐町 04_物件情報（公的賃貸住宅等）  

平成30年2月8日 町営住宅武庫団地Ｂ-1号 入居者募

集 

 

鳥取県江府町 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  
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配信日 タイトル 自治体 支援施策のカテゴリー区分 

平成30年2月8日 「湖西市営住宅長寿命化計画（案）」

のパブリックコメントを募集します 

静岡県湖西市 05_公営住宅の入居募集  

平成30年2月9日 「吉田第2住宅」、「那留住宅」の入居

者募集 

岐阜県郡上市 04_物件情報（公的賃貸住宅等）  

平成30年2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 05_公営住宅の入居募集  

平成30年2月9日 町営住宅の入居者募集について 鳥取県三朝町 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成30年2月9日 町営住宅入居者募集 秋田県八峰町 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成30年2月9日 北杜市営住宅情報トップページ - 

山梨県 北杜市 

山梨県北杜市 01_移住・定住・帰還支援（補助・助成等）  

平成30年2月9日 本宮市復興公営住宅への入居者を

募集します 

福島県大熊町 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成30年2月9日 田舎の暮らし方ブログ 秋田県大仙市 01_移住・定住・帰還支援（補助・助成等） 

02_移住・定住・帰還相談・イベント  

平成30年2月9日 【H30年2月25日】ひょうご田舎暮らし

セミナー開催のお知らせ 

兵庫県佐用町 02_移住・定住・帰還相談・イベント  

平成30年2月9日 住むなら埼玉！移住・定住情報ウェ

ブサイトを開設しました。 

埼玉県 02_移住・定住・帰還相談・イベント  

平成30年2月9日 平成３０年度ちょっと暮らし利用申込

みについて 

北海道美幌町 03_移住体験  

平成30年2月9日 平成３０年３月１０日（土）～１１日（日）

「鳥取県・岡山県連携移住体験ツア

ー」の参加者募集中！！【申込締切：

２月１６日（金）】（外部サイト） 

鳥取県 03_移住体験  

平成30年2月9日 市営住宅入居者の募集結果につい

て 

東京都小金井市 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成30年2月9日 民間賃貸住宅借上げ事業における

火災保険等損害保険包括契約に係

る一般競争入札について 

熊本県 04_物件情報（公的賃貸住宅等）  

平成30年2月9日 熊本県民間賃貸住宅借上事業事務

処理嘱託員採用試験(2月7日実施

分)結果について 

熊本県 04_物件情報（公的賃貸住宅等）  

平成30年2月9日 久留米市：平成29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 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成30年2月9日 特定優良賃貸住宅（シティハウス新

川町）の入居者募集案内 

福島県いわき市 04_物件情報（公的賃貸住宅等）  

平成30年2月9日 市営住宅入居者募集中（２月 第２回

目）｜各課のしごと｜秋田県北秋田

市 

秋田県北秋田市 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成30年2月9日 山形県飯豊町／平成30年度町営住

宅施設管理人募集および雇用予定

者登録のご案内 

山形県飯豊町 05_公営住宅の入居募集  

平成30年2月9日 議会全員協議会が２月16日（金）に

開催されます 

岩手県北上市 05_公営住宅の入居募集  

平成30年2月9日 市営住宅抽選結果（平成30年2月募

集分） 

鳥取県米子市 05_公営住宅の入居募集  

平成30年2月10日 苅田町営住宅入居者募集について 福岡県苅田町 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成30年2月10日 本宮市復興公営住宅の入居者を募

集します（2/23まで） 

福島県浪江町 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成30年2月12日 「移住×創業・就農フェアｉｎ大阪」 ２

月２３日(金曜日)開催！ 

広島県 02_移住・定住・帰還相談・イベント  

平成30年2月13日 【移住相談会情報】7月～2月 縁あっ

ていといがわ暮らし 

新潟県糸魚川市 02_移住・定住・帰還相談・イベント  

平成30年2月13日 消費者トラブルニュース 岐阜県瑞浪市 04_物件情報（公的賃貸住宅等）  

平成30年2月13日 地元の都営住宅（シルバーピア）の入

居者を募集します 

 

東京都東久留米

市 

04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  
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平成30年2月13日 田舎の暮らし方ブログ 秋田県大仙市 01_移住・定住・帰還支援（補助・助成等） 

02_移住・定住・帰還相談・イベント  

平成30年2月13日 移住促進のための空家リノベーション

支援事業 

三重県名張市 01_移住・定住・帰還支援（補助・助成等） 

06_改修・リフォーム  

平成30年2月13日 愛媛県移住者住宅改修支援事業に

ついて 

愛媛県 01_移住・定住・帰還支援（補助・助成等） 

06_改修・リフォーム  

平成30年2月13日 【ニュース】砺波市移住体験ツアー～

冬の暮らし編～を開催しました！ 

富山県砺波市 02_移住・定住・帰還相談・イベント 03_移住

体験  

平成30年2月13日 第２回菱野団地再生計画策定検討

委員会を開催します 

愛知県瀬戸市 02_移住・定住・帰還相談・イベント  

平成30年2月13日 姫路市｜英賀保住宅 兵庫県姫路市 04_物件情報（公的賃貸住宅等）  

平成30年2月13日 【公開抽選結果】平成29年度第2回 

町営住宅入居者募集 

大阪府熊取町 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成30年2月13日 東村川田定住促進住宅（集合型）入

居者募集のお知らせ 

沖縄県東村 04_物件情報（公的賃貸住宅等）  

平成30年2月13日 災害市営住宅払い下げを 入居者代

表が要望書提出 

福島県相馬市 04_物件情報（公的賃貸住宅等）  

平成30年2月13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 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成30年2月13日 西宮市営住宅等駐車場の時間駐車

場事業者を募集します(2月13日) 

兵庫県西宮市 05_公営住宅の入居募集  

平成30年2月13日 逗子市営住宅条例施行規則の一部

改正に関する市民意見募集(パブリッ

クコメント)について 

神奈川県逗子市 05_公営住宅の入居募集  

平成30年2月14日 移住を考えている方へ(フェア出展の

お知らせ) 

山梨県笛吹市 02_移住・定住・帰還相談・イベント  

平成30年2月14日 交野市同居・近居促進事業補助金 大阪府交野市 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 06_改修・

リフォーム  

平成30年2月14日 町営住宅入居者募集について 熊本県津奈木町 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成30年2月14日 【2月18日開催】しまねＵターンＩター

ン相談会in大阪 

島根県益田市 02_移住・定住・帰還相談・イベント  

平成30年2月14日 【2月24日（土曜日）】東京での移住フ

ェアに出展します 

愛媛県西条市 02_移住・定住・帰還相談・イベント  

平成30年2月14日 【再掲】移住をお考えの方必見！とち

ぎ暮らしセミナー開催！ 

栃木県栃木市 02_移住・定住・帰還相談・イベント  

平成30年2月14日 長野県「南信州暮らし移住相談会in

大阪」 開催決定｜トピックス｜豊丘

村 

長野県豊丘村 02_移住・定住・帰還相談・イベント  

平成30年2月14日 関連リンク 鹿児島県東串良

町 

02_移住・定住・帰還相談・イベント  

平成30年2月14日 平成29年度第4期佐世保市営住宅入

居者選考委員会の開催について（平

成30年3月14日開催） 

長崎県佐世保市 04_物件情報（公的賃貸住宅等）  

平成30年2月14日 県営住宅入居者募集について｜トピ

ックス｜豊丘村 

長野県豊丘村 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成30年2月14日 県営住宅新設及び定期募集の追加

受付を実施します 

愛知県 05_公営住宅の入居募集  

平成30年2月14日 水俣市｜平成３０年度 市営住宅等

空家待ち入居希望者募集 

熊本県水俣市 05_公営住宅の入居募集  

平成30年2月15日 公営住宅入居者募集 北海道富良野市 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成30年2月15日 高齢者住宅の入居者募集 東京都小金井市 04_物件情報（公的賃貸住宅等）  

平成30年2月15日 市営住宅の入居者募集 東京都東村山市 02_移住・定住・帰還相談・イベント 04_物件

情報（公的賃貸住宅等） 05_公営住宅の入

居募集  

平成30年2月15日 市営住宅入居者募集情報 青森県平川市 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成30年2月15日 姫路市｜空き家バンクへの登録物件

一覧 

 

兵庫県姫路市 04_物件情報（公的賃貸住宅等）  
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配信日 タイトル 自治体 支援施策のカテゴリー区分 

平成30年2月15日 【２/２７（火）東京】富山県移住セミナ

ー～とやまではたらくらす～Work＆

Life｜富山県 

富山県 01_移住・定住・帰還支援（補助・助成等）  

平成30年2月15日 「しまねUターンIターン相談会in大

阪」が開催されます 

島根県浜田市 02_移住・定住・帰還相談・イベント  

平成30年2月15日 朝釣暮食！海のあるくらし2/25(日)

「長崎移住相談会」in東京 

長崎県西海市 02_移住・定住・帰還相談・イベント  

平成30年2月15日 ☆あおもりUIJターン就職支援サイト

＜Aomori-Job＞を開設しました！ 

[労政・能力開発課 2月9日] 

青森県 02_移住・定住・帰還相談・イベント  

平成30年2月15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15日] 

青森県 02_移住・定住・帰還相談・イベント  

平成30年2月15日 3月18日東京 「八戸圏域 移住＆協

力隊 相談デスク」実施のお知らせ 

青森県八戸市 02_移住・定住・帰還相談・イベント  

平成30年2月15日 福知山市お試し住宅（みわ上川合住

宅）の入居募集について - お知ら

せ 

京都府福知山市 03_移住体験  

平成30年2月15日 市営住宅空家入居者を募集（2月15

日～2月28日） 

兵庫県伊丹市 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成30年2月15日 蘭越町定住促進住宅入居者募集の

ご案内（2/26締切） 

北海道蘭越町 04_物件情報（公的賃貸住宅等）  

平成30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30年

2月募集） 

山口県周防大島

町 

04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成30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 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成30年2月15日 平成30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 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成30年2月15日 平成30年2月福祉型住宅 高齢者用 

入居者募集 

東京都武蔵野市 04_物件情報（公的賃貸住宅等）  

平成30年2月15日 平成30年2月市営住宅入居者募集 東京都武蔵野市 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成30年2月15日 公的賃貸住宅のご案内 東京都足立区 04_物件情報（公的賃貸住宅等）  

平成30年2月15日 「若者住宅」入居者を再募集します 長野県中野市 04_物件情報（公的賃貸住宅等）  

平成30年2月16日 申請はお早めに！ （定住促進支援

事業） 

福岡県筑後市 01_移住・定住・帰還支援（補助・助成等）  

平成30年2月16日 【2月24日（土）】滋賀県東近江市魅力

実感移住推進ツアー「私らしい豊か

なしごと」を開催します 

滋賀県東近江市 02_移住・定住・帰還相談・イベント  

平成30年2月16日 第6回八峰町お試し移住ツアー開催

決定！！！【平成30年2月10日(土)

～12日(月・祝)】※このツアーは終了

しました。 

秋田県八峰町 02_移住・定住・帰還相談・イベント 03_移住

体験 06_改修・リフォーム  

平成30年2月16日 平成30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 03_移住体験  

平成30年2月16日 町営住宅の入居者募集について（2

月15日登録） 

北海道長沼町 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成30年2月16日 基町住宅地区の活性化を支援する

若年世帯の基町アパート入居者を募

集します。（都市整備局住宅整備課

基町住宅担当） 

広島県広島市 04_物件情報（公的賃貸住宅等）  

平成30年2月16日 都営住宅シルバーピア地元割当分

の入居者募集 

東京都荒川区 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成30年2月16日 H30.2  飯山市 市営住宅の入居者

募集 

長野県飯山市 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成30年2月16日 パブリックコメント「第2次京丹後市公

営住宅ストック総合活用計画（案）」に

対する意見募集の結果について 

 

 

京都府京丹後市 05_公営住宅の入居募集  
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配信日 タイトル 自治体 支援施策のカテゴリー区分 

平成30年2月17日 移住・定住体験モニターツアーの開

催について～人生に青い海をプラス 

あくてぃぶ南房総・館山ツアー～ 

千葉県 02_移住・定住・帰還相談・イベント 03_移住

体験  

平成30年2月17日 市営住宅入居者を募集（下比地・今

市団地） 

兵庫県宍粟市 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成30年2月19日 市営住宅入居者募集(随時募集) 愛媛県八幡浜市 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成30年2月19日 小屋瀬いらっしゃい住宅入居者募集 岩手県葛巻町 04_物件情報（公的賃貸住宅等）  

平成30年2月19日 和泊町空き家活用住宅の入居者募

集について 

鹿児島県和泊町 04_物件情報（公的賃貸住宅等）  

平成30年2月19日 田舎の暮らし方ブログ 秋田県大仙市 01_移住・定住・帰還支援（補助・助成等） 

02_移住・定住・帰還相談・イベント  

平成30年2月19日 第6回八峰町お試し移住ツアー

(H30.2.10～12)が開催されました。 

秋田県八峰町 02_移住・定住・帰還相談・イベント 03_移住

体験 06_改修・リフォーム  

平成30年2月19日 「４月１日入居」市営住宅入居者募集 岩手県北上市 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成30年2月19日 住宅購入費、リフォーム費の融資は

ありますか？ 

新潟県柏崎市 04_物件情報（公的賃貸住宅等）  

平成30年2月19日 平成29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 

04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成30年2月20日 瑞浪市三世代同居・近居世帯定住奨

励金交付事業（受付期間：平成30年4

月16日（月曜日）から5月15日（火曜

日）まで） 

岐阜県瑞浪市 01_移住・定住・帰還支援（補助・助成等） 

06_改修・リフォーム  

平成30年2月20日 新婚夫婦定住化支援事業 福井県越前市 01_移住・定住・帰還支援（補助・助成等） 

04_物件情報（公的賃貸住宅等）  

平成30年2月20日 フラット３５『Ｉターン者』『子育て世帯』

の住宅取得を応援します 

秋田県羽後町 01_移住・定住・帰還支援（補助・助成等）  

平成30年2月20日 移住・定住促進住宅（サン・コーポラ

スあやかみ）入居者募集 

香川県綾川町 01_移住・定住・帰還支援（補助・助成等） 

04_物件情報（公的賃貸住宅等） 06_改修・

リフォーム  

平成30年2月20日 平成29年度 移住・起業希望者の小

樽体験ツアーを実施しました 

北海道小樽市 02_移住・定住・帰還相談・イベント 03_移住

体験  

平成30年2月20日 ３月２４日移住セミナー・相談会「おお

いた暮らし塾in福岡」を開催します 

大分県 02_移住・定住・帰還相談・イベント  

平成30年2月20日 就活生必見！「企業と学生の交流

会」「合同会社説明会」「会社見学ツ

アー」を開催します。 

愛媛県 02_移住・定住・帰還相談・イベント  

平成30年2月20日 ３月14日（水）平日夜の転職・移住ガ

イダンス＆Ｕ・Ｉターン相談会「にいが

た暮らしナイター相談会」を東京・有

楽町で開催します 

新潟県 02_移住・定住・帰還相談・イベント  

平成30年2月20日 採用力改善講座を開催します。かみ

いな就活プロジェクト（若者回帰・定

住増進支援事業） 

長野県南箕輪村 02_移住・定住・帰還相談・イベント  

平成30年2月20日 平成３０年度ちょっと暮らし利用申込

みについて 

北海道美幌町 03_移住体験  

平成30年2月20日 鳥里道営住宅入居者の随時募集に

ついて 

北海道美幌町 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成30年2月20日 市有不動産の賃貸物件に「平成

29(2017)年度旧まちづくり活用用地

（条件付土地賃貸）」を追加 

大阪府門真市 04_物件情報（公的賃貸住宅等）  

平成30年2月20日 現在登録されている物件【賃貸物件】 大阪府阪南市 04_物件情報（公的賃貸住宅等）  

平成30年2月20日 ＜予告＞市営住宅の入居者を募集

します【平成３０年３月常時公募】（都

市整備局住宅政策課） 

広島県広島市 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成30年2月20日 平成30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 04_物件情報（公的賃貸住宅等）  

平成30年2月20日 ◇羽後町空き家バンク登録物件一覧

◇平成30年2月20日最終更新 

 

秋田県羽後町 04_物件情報（公的賃貸住宅等）  
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配信日 タイトル 自治体 支援施策のカテゴリー区分 

平成30年2月20日 県営住宅入居者募集について（平成

30年3月募集） 

香川県 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成30年2月20日 市営住宅入居者募集【期間2月20日

(火曜日)～28日(水曜日)】 

長野県駒ヶ根市 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成30年2月21日 交野市同居・近居促進事業補助金 大阪府交野市 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 06_改修・

リフォーム  

平成30年2月21日 丹波路自由席回数特急券等購入補

助金について 

兵庫県篠山市 01_移住・定住・帰還支援（補助・助成等）  

平成30年2月21日 定住促進住宅団地の土地取得支援 富山県高岡市 01_移住・定住・帰還支援（補助・助成等）  

平成30年2月21日 【あいち地域活性化雇用創造プロジ

ェクト】ＵＩＪターン促進事業の業務委

託先を募集します！！ 

愛知県 01_移住・定住・帰還支援（補助・助成等）  

平成30年2月21日 定住促進・福島県被災者支援事業終

了のお知らせ 

栃木県市貝町 01_移住・定住・帰還支援（補助・助成等）  

平成30年2月21日 田舎の暮らし方ブログ 秋田県大仙市 01_移住・定住・帰還支援（補助・助成等） 

02_移住・定住・帰還相談・イベント  

平成30年2月21日 今年もやります！移住者とじげの者

（もん）交流会! 

鳥取県日野町 02_移住・定住・帰還相談・イベント  

平成30年2月21日 【3月15日（木曜日）開催】合同企業説

明会“鹿児島で働かんけー？”in福岡

を開催します! 

鹿児島県 02_移住・定住・帰還相談・イベント  

平成30年2月21日 「未来の担い手住宅」入居者募集しま

す 

福島県鮫川村 04_物件情報（公的賃貸住宅等）  

平成30年2月21日 無料法律相談会「賃貸借トラブル１１

０番」を開催します！ 

高知県 04_物件情報（公的賃貸住宅等）  

平成30年2月21日 [新着情報]平成29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 05_公営住宅の入居募集  

平成30年2月21日 平成29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 05_公営住宅の入居募集  

平成30年2月21日 市営住宅のご案内（2月・3月随時募

集） 

長野県大町市 05_公営住宅の入居募集  

平成30年2月22日 市営住宅の入居者を募集します 岩手県奥州市 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成30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 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成30年2月22日 村営住宅入居者募集のお知らせ 長野県木祖村 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成30年2月22日 地方創生プロジェクト「移住・交流フェ

ア in 東京」に参加します 

宮城県白石市 02_移住・定住・帰還相談・イベント  

平成30年2月22日 3月18日@東京 「八戸圏域 移住＆

協力隊 相談デスク」実施のお知らせ 

青森県八戸市 02_移住・定住・帰還相談・イベント  

平成30年2月22日 住む×働く×鳥取県 移住フェアin大

阪に出展します 

鳥取県境港市 02_移住・定住・帰還相談・イベント  

平成30年2月22日 【今週末開催！】地方創生プロジェク

ト移住・交流フェアin東京に参加しま

す！ 

鳥取県岩美町 02_移住・定住・帰還相談・イベント  

平成30年2月22日 北上市移住体験ツアーを実施しまし

た(次回は３月17～18日です) 

岩手県北上市 03_移住体験  

平成30年2月22日 市営住宅（空家）の入居者募集の抽

選結果（平成30年2月） 

千葉県船橋市 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成30年2月22日 松丸定住促進住宅（単身用）の入居

者募集について 

愛媛県松野町 04_物件情報（公的賃貸住宅等）  

平成30年2月22日 3月分伊那市営住宅の入居者募集案

内 

長野県伊那市 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成30年2月22日 弘前駅前北地区都市再生住宅一般

入居者募集（再募集） - 弘前市 

青森県弘前市 04_物件情報（公的賃貸住宅等）  

平成30年2月22日 公営住宅入居申込について（2月募

集 抽選結果） 

北海道北見市 05_公営住宅の入居募集  

平成30年2月22日 公営住宅入居申込について（2月募

集） 

 

北海道北見市 05_公営住宅の入居募集  
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配信日 タイトル 自治体 支援施策のカテゴリー区分 

平成30年2月22日 平成29年度吹田市営住宅条例の一

部改正の骨子案に対する意見募集

結果の公表について 

大阪府吹田市 05_公営住宅の入居募集  

平成30年2月23日 空き家情報 岩手県雫石町 02_移住・定住・帰還相談・イベント 04_物件

情報（公的賃貸住宅等）  

平成30年2月23日 市営住宅入居者を募集します 岐阜県大垣市 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成30年2月23日 市営住宅入居者募集 栃木県宇都宮市 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成30年2月23日 市営住宅入居者募集 富山県南砺市 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成30年2月23日 地域おこし協力隊｜移住・定住相談

窓口｜北海道十勝郡浦幌町 

北海道浦幌町 02_移住・定住・帰還相談・イベント  

平成30年2月23日 3月4日東京交通会館にて『南砺・朝

日の”きっときと”な田舎暮らしのはな

し』開催！ 

富山県南砺市 02_移住・定住・帰還相談・イベント  

平成30年2月23日 上伊那地区企業説明会・企業見学バ

スツアー開催  かみいな就活プロジ

ェクト（若者回帰・定住増進支援事

業） 

長野県南箕輪村 02_移住・定住・帰還相談・イベント  

平成30年2月23日 三田市移住体験バスツアー 兵庫県三田市 03_移住体験  

平成30年2月23日 【常時】移住・定住についてのご案内

(移住体験) 

北海道乙部町 03_移住体験  

平成30年2月23日 ３月の市営住宅募集のご案内 福井県越前市 05_公営住宅の入居募集  

平成30年2月25日 北杜市営住宅 個別情報 さつき団

地Ｂ棟 

山梨県北杜市 01_移住・定住・帰還支援（補助・助成等）  

平成30年2月25日 平成29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 

05_公営住宅の入居募集  

平成30年2月26日 町営住宅入居者の公募について 山形県真室川町 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成30年2月26日 町営住宅入居者の募集について｜

浦幌町の組織とその仕事｜北海道

十勝郡浦幌町 

北海道浦幌町 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成30年2月26日 浜頓別町移住体験事業（ちょっと暮ら

し） 

北海道浜頓別町 03_移住体験  

平成30年2月26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 04_物件情報（公的賃貸住宅等）  

平成30年2月26日 平成２９年度第３回町営住宅入居者

募集 

北海道七飯町 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成30年2月26日 町営住宅（泉町南団地）入居者募集

について掲載しました。 

北海道上富良野

町 

04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成30年2月26日 町内民間賃貸住宅情報｜くらしの情

報｜羽幌町 

北海道羽幌町 04_物件情報（公的賃貸住宅等）  

平成30年2月26日 間取りの選べる一戸建て住宅を建て

ます！～つわの暮らし推進住宅 入

居者募集～ 

島根県津和野町 04_物件情報（公的賃貸住宅等）  

平成30年2月26日 募集再開!!【第9号】豊野下郷の物件 熊本県宇城市 04_物件情報（公的賃貸住宅等）  

平成30年2月26日 特定優良賃貸住宅M.Eマンションの

入居者募集 

福井県敦賀市 04_物件情報（公的賃貸住宅等）  

平成30年2月26日 市営住宅入居者募集一覧（平成30年

3月分） 

鳥取県米子市 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成30年2月26日 県営住宅（支援対象避難者向け）入

居募集のご案内（平成３０年２月２６日

更新） 

福島県 05_公営住宅の入居募集  

平成30年2月26日 県営住宅入居募集のご案内（平成３

０年２月２６日更新） 

福島県 05_公営住宅の入居募集  

平成30年2月26日 村営住宅 修繕業者の募集について 長野県阿智村 05_公営住宅の入居募集  

平成30年2月26日 就職・定住応援フェア2018 兵庫県宍粟市 02_移住・定住・帰還相談・イベント  

平成30年2月26日 第21回東備西播定住自立圏形成推

進協議会の開催について 

 

兵庫県赤穂市 02_移住・定住・帰還相談・イベント  
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配信日 タイトル 自治体 支援施策のカテゴリー区分 

平成30年2月27日 県営住宅の入居者募集 福岡県芦屋町 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成30年2月27日 平成30年3月10日（土）医療・福祉人

材のための移住・就職セミナーを開

催します 

静岡県南伊豆町 02_移住・定住・帰還相談・イベント  

平成30年2月27日 ◇羽後町空き家バンク登録物件一覧

◇平成30年2月20日最終更新 

秋田県羽後町 04_物件情報（公的賃貸住宅等）  

平成30年2月27日 大阪市営住宅附帯駐車場を使用し

た時間貸・月極貸駐車場・カーシェア

リング事業者募集に関する質疑回答

について（都市整備局） 

大阪府大阪市 05_公営住宅の入居募集  

平成30年2月27日 【3月10日】南信州移住相談デスク@

名古屋中日ビル 

長野県阿南町 02_移住・定住・帰還相談・イベント  

平成30年2月27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！

（プレゼントの引き換えに関する注意

事項も掲載しています） 

鳥取県岩美町 02_移住・定住・帰還相談・イベント  

平成30年2月27日 公営住宅入居者の募集について（募

集期間：平成30年2月27日～平成30

年3月13日） 

北海道遠別町 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成30年2月27日 家賃助成対象者のみなさまへ 奈良県三郷町 04_物件情報（公的賃貸住宅等）  

平成30年2月27日 つわの暮らし推進住宅入居者募集 島根県津和野町 04_物件情報（公的賃貸住宅等）  

平成30年2月27日 平成30年度 宇和島市営住宅補欠

入居者募集 

愛媛県宇和島市 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成30年2月27日 平成30年2月28日発行 まちのお知

らせ（回覧板） - 行政情報 

福島県南会津町 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成30年2月27日 【入居者募集】飯山市へのＩターン・Ｕ

ターンの方向け賃貸住宅 「サンコー

ポラス飯山」 

長野県飯山市 04_物件情報（公的賃貸住宅等）  

平成30年2月27日 田皆第二団地、上城団地、上城若者

定住住宅の入居者募集について 

鹿児島県知名町 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成30年2月27日 公営住宅について(一般公営住宅の

入居募集) 

宮城県多賀城市 05_公営住宅の入居募集  

平成30年2月27日 平成30年度2月市営住宅の二次募集

抽選会の実施はありません 

山口県防府市 05_公営住宅の入居募集  

平成30年2月28日 市営住宅 岐阜県郡上市 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成30年2月28日 市営住宅の常時募集（新規分）につ

いて 

山口県下関市 05_公営住宅の入居募集  

平成30年2月28日 京都府北部７市町合同企業説明会

の参加事業者を募集します！ - お

知らせ 

京都府福知山市 02_移住・定住・帰還相談・イベント  

平成30年2月28日 平成29年11月体験 愛知県在住 Ｔ

様夫妻｜移住・定住相談窓口｜北海

道十勝郡浦幌町 

北海道浦幌町 02_移住・定住・帰還相談・イベント 03_移住

体験  

平成30年2月28日 【十日町】移住希望者向けツアープラ

ンの検討会を開催しました 

新潟県 02_移住・定住・帰還相談・イベント  

平成30年2月28日 町営住宅・雇用促進住宅の入居者公

募について 

北海道天塩町 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成30年2月28日 市営住宅入居者の随時募集につい

て（終了しました） 

北海道旭川市 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成30年2月28日 2018年3月栗原市営住宅入居者募集 宮城県栗原市 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成30年2月28日 市営住宅の入居者３月定期募集 岐阜県下呂市 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  

平成30年2月28日 賃貸住宅の退去トラブルに注意

（2018年2月28日） 

岡山県倉敷市 04_物件情報（公的賃貸住宅等）  

平成30年2月28日 有佐駅前団地（特定公共賃貸住宅）

の入居者を募集しています 

熊本県氷川町 04_物件情報（公的賃貸住宅等）  

平成30年2月28日 市営住宅入居者募集(３月募集) 高知県香南市 04_物件情報（公的賃貸住宅等） 05_公営

住宅の入居募集  
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配信日 タイトル 自治体 支援施策のカテゴリー区分 

平成30年2月28日 平成30年3月分市営住宅優先募集物

件一覧 

福島県郡山市 05_公営住宅の入居募集  
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３．情報管理・分析 

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

分析の２つの目的に資するよう整理・分析した。 

 

３．１ 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 収集した支援施策情報の分類整理 

・「移住・定住・帰還支援（補助・助成等）」、「移住・

定住・帰還相談・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。 

 

②県外自主避難者、NPO 等支援団体に

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）支援施策の分類の視点 

・各自治体から配信された支援施策は、下表の視点で検索・分類した。 

表 ３-１ 支援施策の分類の視点 

分類項目 具体的内容 

①移住・定住・帰

還支援（補助・助

成等） 

各地方自治体で行っている移住・定住･帰還支援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 帰還 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 

各地方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 各地方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） 

各地方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 

各地方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：公営住宅 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 29 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 

各地方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 
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３．２ 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被災者支援に関する情報量は、平成 29 年 4 月 1 日～平成

30 年 2 月 28 日の間で 2,847 件（平成 30 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（1,635 件）、次いで「５．

公営住宅の入居募集」に関する情報（1,281 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 29 年 4 月 1 日～平成 30 年

2 月 28 日）は、313,228 件であった。 

 

表 ３-２ 支援施策の分類別情報件数 

※平成 29 年 4 月 1 日～平成 30 年 2 月 28 日実績 
 全

て 

１
．
移
住
・
定
住
支
援
・
帰

還
支
援
（
補
助
・
助
成
等
） 

２
．
移
住
・
定
住
・
帰
還
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 29 年 
4 月 

20 件 2 件 5 件 2 件 12 件 4 件 2 件 

平成 29 年 
5 月 

25 件 6 件 4 件 6 件 13 件 6 件 1 件 

平成 29 年 
6 月 

81 件 10 件 19 件 5 件 46 件 29 件 3 件 

平成 29 年 
7 月 

292 件 20 件 54 件 24 件 174 件 141 件 5 件 

平成 29 年 
8 月 

409 件 26 件 91 件 21 件 245 件 205 件 11 件 

平成 29 年 
9 月 

366 件 22 件 92 件 27 件 207 件 176 件 5 件 

平成29年 
10月 

351 件 14 件 78 件 36 件 211 件 147 件 4 件 

平成29年 
11月 

345 件 10 件 87 件 17 件 208 件 153 件 4 件 

平成29年 
12月 

333 件 17 件 86 件 36 件 194 件 135 件 14 件 

平成 30 年 
1 月 

295 件 11 件 83 件 28 件 163 件 145 件 8 件 

平成 30 年 
2 月 

330 件 24 件 77 件 24 件 179 件 157 件 9 件 

 2,847 件 162 件 676 件 226 件 1,652 件 1,298 件 66 件 

※ 複数のカテゴリーに分類された支援情報があることから、上記のカテゴリー情報件数の合計は、

全ての情報件数とは一致しない。なお、分類７は存在しなかった。 
※ 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た。 



113 

（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 313,228 件）から、特に

県外避難者に有益な情報や共有すべき施策を選定し、「移住・定住・帰還支援施策

（http://jyoho-shien.org/rss/）」コーナーに掲載する「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 27 件であった。月別の選定（掲載）件数は、下図のとお

りである。 

 

※平成 30 年 2 月 28 日時点での情報量。 

 

図 ３-２ 「移住・定住・帰還支援施策」コーナーに掲載したトピックスの件数の推移 
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表 ３-３ 「移住・定住・帰還支援施策」コーナーに掲載したトピックス一覧 

（平成 29 年 5 月～平成 30 年 2 月） 
配信日 タイトル URL 自治体名 

平成 29 年

5 月 22 日 

定住促進住宅の入居者を募集し

ています。 

http://www.city.motomiya.lg.jp/sos

hiki/14/teiju-nyukyo-boshu.html 

福島県本

宮市 

平成 29 年

6 月 26 日 

住宅情報 http://www.town.kuzumaki.iwate.jp

/docs/2015112400035/ 

岩手県葛

巻町 

平成 29 年

7 月 3 日 

東日本大震災により被災した方

の特定健康診査の受診について 

http://www.city.toda.saitama.jp/so

shiki/235/tokuteikenshin-

higashinihondaishinsai.html 

埼玉県戸

田市 

平成 29 年

7 月 11 日 

「お試し居住」利用者随時募集

中！ 

http://www.town.shizukuishi.iwate.

jp/docs/2016062300024/ 

岩手県雫

石町 

平成 29 年

7 月 13 日 

お試し移住体験 http://www.city.daisen.akita.jp/do

cs/2015081400029/ 

秋田県大

仙市 

平成 29 年

7 月 18 日 

平成 29 年度 定住促進住宅入

居者募集 

http://www.city.shinjo.yamagata.jp

/s012/075/20170517131329.html 

山形県新

庄市 

平成 29 年

8 月 1 日 

東日本大震災で被災された人の

国民健康保険の免除について 

http://www.city.sagamihara.kanaga

wa.jp/kokuho/020901.html 

神奈川県

相模原市 

平成 29 年

8 月 1 日 

平成２９年度ふるさとふくしま交

流・相談支援事業補助金（県内

避難者・帰還者支援事業）二次

募集について 

http://www.pref.fukushima.lg.jp/se

c/16055b/h29kennaidantai.html 

福島県 

平成 29 年

8 月 21 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/kuras

hi/hoken/kokuho/oshirase/daishin

saigenmen.html 

新潟県新

潟市 

平成 29 年

8 月 28 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 29 年 8 月 28 日公表） 

http://www.pref.fukushima.lg.jp/se

c/11050b/kyouyo.html 

福島県 

平成 29 年

9 月 6 日 

東日本大震災に係る災害救助法

に基づく福島県からの避難者の

応急仮設住宅の入居期間を延長

します 

http://www.pref.nagano.lg.jp/bosai

/happyou/290906press.html 

長野県 

平成 29 年

9 月 8 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 31 年３月末日まで延長し

ます。 

http://www.pref.niigata.lg.jp/shins

aifukkoushien/1356877328771.html 

新潟県 

平成 29 年

9 月 13 日 

原子力損害賠償に係る巡回法律

相談について（１０～１２月）の実

施日程を掲載しました。 

http://www.pref.fukushima.lg.jp/sit

e/portal/ps-kenchu-shinko6.html 

福島県 

平成 29 年

9 月 14 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【10/19 開催※

要予約】 

http://www.city.hachinohe.aomori.j

p/index.cfm/13,45434,52,189,html 

青森県八

戸市 

平成 29 年

9 月 19 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 

http://www.metro.tokyo.jp/tosei/h

odohappyo/press/2017/09/19/04.

html 

東京都 



115 

配信日 タイトル URL 自治体名 

平成 29 年

9 月 22 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/p

1178395.html 

神奈川県 

平成 29 年

9 月 25 日 

県営住宅（支援対象避難者向

け）入居募集のご案内（平成２９

年９月２５日更新） 

http://www.pref.fukushima.lg.jp/se

c/41310a/keneijyutaku-

shientaisyohinannsyamuke.html 

福島県 

平成 29 年

9 月 26 日 

東日本大震災で被災され市内に

避難している高齢者と障害のある

人に、福祉サービスを提供します 

http://www.city.sagamihara.kanaga

wa.jp/20128/20429/20435/020401

.html 

神奈川県

相模原市 

平成 29 年

10月20 日 

ふくしま避難者交流会を開催しま

す！！ 

http://www.pref.fukushima.lg.jp/sit

e/portal/fukushima-kouryu.html 

福島県 

平成 29 年

10月25 日 

県営住宅（支援対象避難者向

け）入居募集のご案内（平成２９

年１０月２５日更新） 

http://www.pref.fukushima.lg.jp/se

c/41310a/keneijyutaku-

shientaisyohinannsyamuke.html 

福島県 

平成 29 年

11月27 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１１月２７日更新） 

http://www.pref.fukushima.lg.jp/se

c/41310a/keneijyutaku-

shientaisyohinannsyamuke.html 

福島県 

平成 29 年

12 月 5 日 

避難先における情報提供を受け

付けています（全国避難者情報

システム、ふるさとネット） 

http://www.city.sapporo.jp/kinkyu

/20110502_system.html 

北海道札

幌市 

平成 29 年

12月22 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１２月２２日更新） 

http://www.pref.fukushima.lg.jp/se

c/41310a/keneijyutaku-

shientaisyohinannsyamuke.html 

福島県 

平成 29 年

12月26 日 

東日本大震災に伴う各種支援制

度のご案内 

http://www.city.sukagawa.fukushim

a.jp/item/1846.htm 

福島県須

賀川市 

平成 30 年

1 月 22 日 

県営住宅（支援対象避難者向

け）入居募集のご案内（平成３０

年１月２２日更新） 

http://www.pref.fukushima.lg.jp/se

c/41310a/keneijyutaku-

shientaisyohinannsyamuke.html 

福島県 

平成 30 年

1 月 30 日 

平成 30 年 2 月「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） 

http://www.city.kyoto.lg.jp/tokei/

page/0000231391.html 

京都府京

都市 

平成 30 年

2 月 26 日 

県営住宅（支援対象避難者向

け）入居募集のご案内（平成３０

年２月２６日更新） 

http://www.pref.fukushima.lg.jp/se

c/41310a/keneijyutaku-

shientaisyohinannsyamuke.html 

福島県 
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３．３ 地方自治体から配信される支援施策情報の傾向分析 

 

（１）支援施策情報の期間別・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 8 月、9 月、11 月、12 月、2 月の月初に配信情報が多くなって

いる。支援施策情報のうち、公営住宅等の入居時期として、春先（4 月入居）や秋から冬

（10 月入居）に多く、物件情報や募集要項などの情報提供がこれら時期（8 月～12 月、2

月）に発信されると考えられる。 

 

【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の支援施策の情報発信件数である。図 3-5 から図 3-10 まで

は、カテゴリー別に月別の支援施策の情報件数を示したものである。件数的には「4．物件

情報（公的賃貸住宅等）」、「5．公営住宅の入居募集」が時期を問わず多い。 

・月別・カテゴリー別では、「3.移住体験」（図 3-7）に関する情報は 10 月と 12 月が最も多

く、「移住・定住・帰還相談・イベント」（図 3-6）情報は 8 月～12 月まで多く発信されて

いる。夏から秋に向けて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。 

・情報量が最も多い「4．物件情報（公的賃貸住宅等）」（図 3-8）は 8 月をピークに 7 月から

12 月まで多く発信されている。 

・「5．公営住宅の入居募集」（図 3-9）は 7 月以降一定程度の募集などの情報が提供されてい

る。 

 

 

図 ３-３ 支援施策情報の日別件数の推移 
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図 ３-４ 支援施策情報の月別・カテゴリー別の推移 
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図 ３-５ 支援施策情報の月別の推移（1.移住・定住・帰還支援（補助・助成等）） 

 

 

図 ３-６ 支援施策情報の月別の推移（2.移住・定住・帰還相談・イベント） 

 



119 

 

図 ３-７ 支援施策情報の月別の推移（3.移住体験） 

 

 

図 ３-８ 支援施策情報の月別の推移（4.物件情報（公的賃貸住宅等）） 
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図 ３-９ 支援施策情報の月別の推移（5.公営住宅の入居募集） 

 

 

図 ３-１０ 支援施策情報の月別の推移（6.改修・リフォーム） 
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（２）支援施策情報の都道府県別の傾向 

 

【都道府県別情報発信件数】（図 3-12） 

・各地方自治体から配信された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、支援施策の情報発信は、北海道が最も多く（288 件）、次いで東京都と長

野県（163 件）、福島県（155 件）といった発信件数であった。 

 
図 ３-１１ 都道府県別の支援施策の情報発信件数  
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【都道府県別・1 自治体あたりの支援施策情報の発信件数】（表 3-4） 

・一方、情報収集の対象自治体は、都道府県及び市区町村の 1,135 自治体（全地方自治体

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 情報発信自治体あたりの支援施策情報の発信件数を算出し、整理した。 

 

表 ３-４ 都道府県別 支援施策の情報発信自治体数（市区町村数）一覧  

都道府県 
移住・定住情報発信自治

体 
（市区町村数） 

都道府県 
移住・定住情報発信自治

体 
（市区町村数） 

1 北海道 95自治体 25 滋賀県 16自治体 
2 青森県 14自治体 26 京都府 25自治体 
3 岩手県 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 自治体あたりの支援施策の情報発信数は、秋田県が最も多く（7.82 件）、次いで富山

県（5.83 件）、広島県（5.47 件）、鳥取県（5.07 件）、大分県（5.00 件）、長崎県（4.73

件）の順であった。（図 3-12） 

・各都道府県の 1 自治体あたりの情報発信数には大きなばらつきがあるが、大まかな傾向

として、地方部の自治体の方が、大都市圏の自治体より情報発信数は大きい。これは地

方自治体が移住促進に積極的に取り組んでいることが要因の一つと考えられる。図 3-

14 以降にカテゴリー別の 1 自治体あたり情報発信件数を整理した。 

 

図 ３-１２ 都道府県別の支援施策の情報発信件数（1 自治体あたりの件数） 
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【カテゴリー別・都道府県別・1 自治体あたりの支援施策の情報発信件数】（図 3-14～19） 

●移住・定住・帰還支援（補助・助成等） 

・「1.移住・定住・帰還支援（補助・助成等）」では、秋田県が最も多く、次いで山梨県、

長崎県であった。 

※総情報量が 162 件と少ないことに留意が必要。 

 

図 ３-１３ 都道府県別 1 自治体あたり支援施策の情報発信件数（移住・定住・帰還支援

（補助・助成等）） 
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●移住・定住・帰還相談・イベント 

・「2.移住・定住・帰還相談・イベント」では、長崎県が最も多く、次いで富山県、山梨県、

青森県、秋田県の順であった。地方移住・定住が積極的な地方自治体からの情報発信が

多い。 

 

図 ３-１４ 都道府県別 1 自治体あたり支援施策の情報発信件数（移住・定住・帰還相談・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、静岡県、北海道、広島県など

の地方自治体からの情報が多い。 

※総情報量が 226 件と少ないことに留意が必要。 

 

図 ３-１５ 都道府県別 1 自治体あたり支援施策の情報発信件数（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、次いで秋田県、広島県、東京

都、富山県、兵庫県の順であった。 

 

図 ３-１６ 都道府県別 1 自治体あたり支援施策の情報発信件数（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」では秋田県が最も多く、次いで鳥取県・広島県、福島県、山口

県、東京都・富山県の順であった。傾向として、「4.物件情報（公的賃貸住宅等）」と同

様の地方自治体が多く発信していた。 

 

図 ３-１７ 都道府県別 1 自治体あたり支援施策の情報発信件数（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」では秋田県が最も多い。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 66 件と少ないことに留意が必要。 

 
図 ３-１８ 都道府県別 1 自治体あたり支援施策の情報発信件数（改修・リフォーム） 
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４．情報提供 

今年度は、自主避難者向け情報提供サイト（ウェブサイト）を開設し、避難先自治体の

支援施策情報や相談窓口、説明会・交流会の開催案内といった直接的な役立つ情報に加え

て、他の自主避難者の声や状況といった情報を動画等によりわかりやすい形で提供した。 

 

４．１ NPO 等支援団体への情報提供 

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。手

段としては、福島県事業を受託している 26 の各団体が集まる第 1 回定期連絡会議におい

て、開設予定のアナウンスを行い、ふくしま連携復興センターからサイト正式オープンの

告知を頂いたあと、当事業の範囲で 3 回に分けて地域別に団体を分けて開催されたブロッ

ク会議においてコンテンツの提供状況、利用状況を共有した。合わせて、メールマガジン

形式で 2 回の発信を行った。具体的には以下のとおりである。 

 

表 ４-１ NPO 等支援団体への情報提供の概要 

時期 手段 内容 
平成 29 年 
5 月 17 日 

第 1 回定期連絡会議 ・新設する避難者支援情報提供サイトの目的、

構成、コンテンツ案に関する報告、意見聴取。 
・説明会・交流会の開催計画の提供を依頼。 

平成 29 年 
7 月末～ 

－ ・サイトの仮運用開始、関係者間での内容・動作

確認 
平成 29 年 
10 月 13 日 

ふくしま連携復興センターか

らのメール連絡 
・サイトの正式オープンの告知 

平成 29 年 
11 月 8、9、
30 日 

ブロック会議 
（復興庁事業の会議として 3
回に分けて開催された、支援

団体が意見交換を行う会議） 

・開設後のアクセスの状況。 
・サイトの更新状況、リンクに関する意見聴取。 
・動画や写真による活躍事例の紹介と取材協力

依頼。 
平成 30 年 
2 月 19 日 

メールマガジン ・被災者支援活動の事例紹介 
一般社団法人埼玉県労働者福祉協議会（埼玉

県）の福玉交流サロン in 羽生 
特定非営利活動法人 かながわ避難者と共に

あゆむ会（神奈川県）の散歩カフェ in 鎌倉 
一般社団法人石川県災害ボランティア協会

（石川県）のクリスマス&餅つき交流会 
北海道 NPO サポートセンター（北海道）のブ

ラ歩き北海道、福島を知るツアー 
・被災市町村の復興状況マップ 
・避難先・避難元地域の支援施策情報 

平成 30 年 
3 月 20 日 

メールマガジン ・被災者支援活動の事例紹介 
「縁 joy(エンジョイ)・東北 2017」（認定 NPO
法人ちば市民活動・市民事業サポートクラブ） 
「写真教室 in みんなの家セカンド」（特定非

営利活動法人ビーンズふくしま） 
・原発事故による母子避難者等に対する高速道

路の無料措置の期間延長について 
・避難先・避難元地域の支援施策情報 
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４．２ 自主避難者への情報提供 

３．で収集した情報のうち、自主避難者個人の帰還、定住の判断や生活再建に有益

となる情報について、一般公開情報として提供することとなった。そのための情報提

供ツールとして、昨年度の県事業受託団体向け情報提供サイトを改修し、一般公開向

けサイトとするとともに、情報提供を定期的・継続的に実施した。県事業受託団体向

けサイトについては、県事業にて構築する受託団体連絡用のクラウドシステムが機能

代替することとなったため、県事業受託団体専用の機能は廃止した。 

 

（１）自主避難者の情報提供の基本方針 

・ 当面の県外避難者向け情報提供手段として、一般公開向け情報提供サイトを構築。 

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

報をワンストップで提供（外部サイト情報へのリンクを含む） 

・ 未把握の避難者には、県事業の受託団体の相談事業、相談会情報等の提供で、支援

につながる「きっかけ」をつくる。 

 

 
図 ４-１ 想定されるサイトの利用者別の提供情報内容   
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（２）実施方針 

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

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

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

作成ガイドラインを定めた。 

 

■ サイト作成方針 

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

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

できる限り特定されないよう作成する。 

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

資料を発信するように努める。 

 

■ 具体的な作成ガイドライン  

1. 構造・表示スタイル 

・ ページにはその内容が分かりやすいタイトルを付ける。 

・ スタイルシートは書体、サイズ、色、行間、背景色の指定に用いる。 

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

・ 文字やアイコンの位置・表示スタイルに一貫性を持たせる。 

・ フレームは使わない。 

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

を表示する。 

 

2. 操作・入力 

・ フォーム等の入力はセキュリティを考慮し、受け付けない。 

・ 訪問者が意図しないページの移動や自動更新は行わない。 

 

3. 文字色及び形 

・ 文字と背景色には十分なコントラストを持たせる。 

・ フォントは可読性が高い UD フォントを使用する。 

・ ウェブサイト拡大・読み上げソフトウェアが使えるようにする。 

 

4. 非テキスト情報 

・ 画像やハイパーリンクには alt 属性を付け、代替情報を提供する。 

・ 画像のサイズは、訪問者のネットワーク環境を考慮し、最適化する。 

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

・ 時間によって点滅する文字や変化する画像を用いない。 

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

・ BGM 及び音声ファイル等の自動再生は使用しない。 
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5. 言語 

・ lang 属性で言語コードを日本語に明示する。 

・ 読みの難しいと思われる言葉はやむをえない場合を除いて多用しない。 

・ 専門用語については必要に応じて説明をつける。 

 

6. 情報の提供 

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

る。 

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

掲載する。 

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

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

かに適切な対応を行う。 

 

（３）公開サイトの構成 

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

以下図 4-2 の構成で作成した。表 4-2 には各ページの構成を示す。 

 

 
図 ４-２ サイト構成図 
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表 ４-２ サイトの各ページ構成 

 
第 1 階層 第 2 階層 第 3 階層 留意事項、狙い等 

トップ 

ページ 

(今月のピ

ック 

アップ／

お知らせ

／関連 

サイト) 

全国の相談 

窓口情報 

福島県外で避難生活を送

られている皆さまへ 

・全国地図を用いて直感的に必要な相

談窓口情報が検索できるように工夫。 

・相談窓口の所在地が目立つように都

道府県名を上段に大きく表示。 

・他のページに遷移せず、 

１つのページ内でスクロールすること

で全ての情報が閲覧出来るようにデザ

イン。 

全国の相談拠点 MAP 

各相談拠点の情報 

（全 27 拠点） 

相談会・ 

交流会情報 

相談会・ 

交流会カレンダー 

・Google カレンダーのモジュールを用

いて各相談会・交流会の開催日や内容

を直感的に閲覧できるように工夫。 

・同時に印刷用の PDF を掲載。 

・特に開催日時と開催場所が目立つよ

うに配置。 

・開催場所をクリックすることで

Google マップが立ち上がるように設

定。 

各相談会・交流会の情報

（随時更新） 

被災者支援

活動の事例

紹介 

事例 01 東京都 (活動紹介

／被災者の声／支援者の

声) 

・活動の全体像を紹介するビデオと本

文、被災者、支援者の声を紹介するビデ

オで構成 

・支援者及び被災者のプライバシーを

考慮し、各自に明示的な同意を得た上

で取材。 

 

※詳細については、144 ページの（５）

被災者支援活動の事例及び被災者・支

援者の取材を参照 

事例 02 福島県川内村(活

動紹介／被災者の声／支

援者の声) 

事例 03 北海道(活動紹介

／被災者の声／支援者の

声) 

事例 04 埼玉県(活動紹介

／被災者の声／支援者の

声) 

事例 05 神奈川県(活動紹

介／被災者の声／支援者

の声) 

事例 06 石川県(活動紹介

／被災者の声／支援者の

声) 

事例 07 千葉県(活動紹介) 

事例 08 福島県福島市(活

動紹介／被災者の声／支

援者の声) 

避難先・避

難元地域の

支援施策情

報 

国の被災者支援施策情報

（トピックス） 

・国、復興庁等が公表している情報をタ

イムリーに掲載。 

・情報のタイトルや内容などを任意で

変更しない。 

・避難先、避難元地域の行政が公表する

支援施策情報のうち、特に重要と判断

される情報をトピックとして掲載し、

露出度を高める。 

避難先・避難元地域の支

援施策情報 

その他の関連情報へのリ

ンク 
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第 1 階層 第 2 階層 第 3 階層 留意事項、狙い等 

専門的な支

援先に関す

る情報 

心のケア 

・多様なカテゴリーを設定し、情報の網

羅性を考慮。 

・公的情報を中心に掲載し、情報の客観

性・正確性を考慮。 

・各リンク先に関してテキストで説明

を加え、外部サイトに移動する前に正

しく取捨選択できるように補助。 

医療・福祉・介護・障害者 

就職･転職 

中小企業・起業 

居住･住宅 

法律相談 

原子力災害・放射線 

地域の相談窓口に関する

総合情報 

福島県の現

状に関する

情報 

 

・福島県が公表している情報のうち、本

サイトの訪問者に重要だと判断される

情報をピックアップして掲載。 

被災市町村

の 

復 興 状 況

MAP 

 

・WEB 上でそのまま閲覧できるバージ

ョンと、ダウンロードし印刷できる PDF

バージョンの両方を掲載 

For 

Foreigners 

in Japan 

 

・福島県が公表している情報のうち、外

国語で作成された資料及び WEB ページ

を中心に掲載。 

本サイトに 

ついて 
 

・本サイトの主旨と目的を訪問者に説

明。 

お知らせ  

・本サイトに掲載される新着情報及び

新規コンテンツに関する情報の一覧を

作成。 

お問い合わ

せ 
 

・本サイト及び掲載内容に関するお問

合せについてメールと電話の両方で対

応。 

サイトポリ

シー 
 

・本サイトの利用条件とポリシーを詳

しく訪問者に説明。 

サイトマッ

プ 
 

・本サイトの全ページに簡単にアクセ

スできる一覧を作成。 
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（４）公開サイトのコンテンツ概要 

 
図 ４-３ 公開サイト トップページ 
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図 ４-４ 公開サイト 「全国の相談窓口情報」  
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図 ４-５ 公開サイト 「相談会・交流会情報」  
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図 ４-６ 公開サイト 「被災者支援活動の事例紹介」 
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図 ４-７ 公開サイト 「避難先・避難元地域の支援施策情報」  
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図 ４-８ 公開サイト 「専門的な支援先に関する情報」 
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図 ４-９ 公開サイト 福島県の現状に関する情報 
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（５）被災者支援活動の事例及び被災者・支援者の取材 

ウェブサイトに掲載した各被災者支援活動事例の取材内容は以下のとおり。 

 

①事例 01 特定非営利活動法人医療ネットワーク支援センター（東京都） 

⬛取材地域：東京都 

⬛取材団体：特定非営利活動法人医療ネットワーク支援センター 

⬛取材活動：第 43 回 こっちゃ来たらいいべぇ、被災者が結成したおやじバンド「パ

ーカス・チャンジーズ」練習、“earth garden 夏” 2017 風化防止ブース出展、七

夕生け花教室 in 清澄庭園 

⬛取材日：平成 29 年 6 月 24 日、6 月 28 日、7 月 2 日、7 月 7 日（計 4 回） 

⬛取材場所：シダックス カルチャーホール（東京都渋谷区）、サウンドスタジオノア

（東京都新宿区）、代々木公園（東京都渋谷区）、清澄庭園（東京都江東区） 

⬛取材人数：被災者 4 名（福島県浪江町 1 名、福島県楢葉町 1 名、福島県大熊町 1 名、

宮城県山元町 1 名）、支援者 6 名（企業社員 1 名、団体職員 1 名、一般 2 名、大学

生 2 名） 

⬛取材内容：特定非営利活動法人医療ネットワーク支援センター（東京）が、2011 年

から県外避難者の孤立防止や被災者同士のネットワークづくりのために実施して

いる交流イベントや、市民向けの風化防止活動、被災者の自主的取組を取材。また、

現在の避難生活における被災者の課題や、支援活動に携わっている支援者の思い等

を取材。 

 

②事例 02 一般社団法人ヴォイス・オブ・フクシマ（福島県） 

⬛取材地域：福島県 

⬛取材団体：一般社団法人ヴォイス・オブ・フクシマ 

⬛取材活動：歌声喫茶 in 福島県川内村 

⬛取材日：平成 29 年 8 月 27 日 

⬛取材場所：町分オルタナギャラリー（福島県川内村） 

⬛取材人数：被災者 2 名（福島県川内村 2 名）、支援者 3 名（団体職員 2 名、一般 1

名） 

⬛取材内容：一般社団法人ヴォイス・オブ・フクシマ（福島県）が、2013 年から仮設

住宅でお年寄りの交流とストレス発散を目的にスタートした歌声喫茶を取材。また、

参加した住民から避難指示解除後の新しい村づくりに関する取組を取材。 

 

③事例 03 特定非営利活動法人 北海道 NPO サポートセンター（北海道） 

⬛取材地域：北海道 

⬛取材団体：特定非営利活動法人 北海道 NPO サポートセンター 

⬛取材活動：ブラ歩き北海道☆福島を知るツアー 

⬛取材日：平成 29 年 10 月 29 日 

⬛取材場所：札幌駅（北海道札幌市）、石炭博物館（北海道夕張市）、夕張駅（北海道
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夕張市）、清水沢コミュニティゲート（北海道夕張市）、幸福の黄色いハンカチ想い

出ひろば（北海道夕張市） 

⬛取材人数：被災者 2 名（福島県いわき市 1 名、福島県南相馬市 1 名）、支援者 3 名

（団体職員 2 名、一般 1 名） 

⬛取材内容：特定非営利活動法人 北海道 NPO サポートセンター（北海道）が、

北海道夕張市の炭鉱巡りを通じて同じく炭鉱の町である福島県いわき市との繋

がりや町の昔と今を比べることを目的として開催したツアーイベントを取材。

また、避難者を支援している支援団体の職員や地域住民の思い、北海道に避難

してきた被災者の生活について取材。 

 

④事例 04 一般社団法人埼玉県労働者福祉協議会（埼玉県） 

⬛取材地域：埼玉県 

⬛取材団体：一般社団法人埼玉県労働者福祉協議会 

⬛取材活動：福玉交流サロン in 羽生 

⬛取材日：平成 29 年 11 月 14 日 

⬛取材場所：スーパー健康ランド「華のゆ」（埼玉県羽生市） 

⬛取材人数：被災者 3 名（福島県浪江町 2 名、福島県富岡町 1 名）、支援者 2 名（団

体職員 1 名、浪江町復興支援員 1 名） 

⬛取材内容：一般社団法人埼玉県労働者福祉協議会（埼玉県）が、年３回埼玉県内の

各地域で開催している出張型交流会を取材。日頃被災者交流会などに参加したくて

もなかなか参加できない被災者のために今までこのようなイベントを開催したこ

とがなかった埼玉県羽生市で開催され、計 39 名が参加。久々に福島県民同士で会

えた感想や、震災後避難してきた経緯などを取材。 

 

⑤事例 05 特定非営利活動法人 かながわ避難者と共にあゆむ会 X かながわ東北ふる

さと・つなぐ会（神奈川県） 

⬛取材地域：神奈川県 

⬛取材団体：特定非営利活動法人かながわ避難者と共にあゆむ会、かながわ東北ふる

さと・つなぐ会 

⬛取材活動：散歩カフェ in 鎌倉 

⬛取材日：平成 29 年 12 月 2 日 

⬛取材場所：鎌倉駅周辺（神奈川県鎌倉市） 

⬛取材人数：被災者 2 名（福島県浪江町 2 名）、支援者 3 名（浪江町復興支援員 1 名、

一般２名） 

⬛取材内容：特定非営利活動法人かながわ避難者と共にあゆむ会（神奈川県）と、東

日本大震災により神奈川県近隣に避難している者同士のコミュニティとして 2015

年 5 月に設立された「かながわ東北ふるさと・つなぐ会」が中心となり開催してい

る散歩イベントを取材。被災者でありながら、他の被災者の支援活動にも積極的に

取り組んでいる様子や今後の計画などについて取材。 
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⑥事例 06 一般社団法人石川県災害ボランティア協会（石川県） 

⬛取材地域：石川県 

⬛取材団体：一般社団法人石川県災害ボランティア協会 

⬛取材活動：クリスマス&餅つき交流会 

⬛取材日：平成 29 年 12 月 24 日 

⬛取材場所：夕日寺健民自然園（石川県金沢市） 

⬛取材人数：被災者 4 名（福島県富岡町 2 名、福島県大熊町１名、福島県いわき市１

名）、支援者 2 名（団体職員 2 名） 

⬛取材内容：一般社団法人石川県災害ボランティア協会（石川県）が、2011 年 12 月

から毎年被災者の希望を聞きながら一緒に企画・開催しているクリスマスイベント

を取材。震災後の 7 年間の取組内容や、被災者の自立及び生活再建に向けた今後の

計画などについて取材。 

 

⑦事例 07 認定 NPO 法人ちば市民活動・市民事業サポートクラブ（千葉県） 

⬛取材地域：千葉県 

⬛取材団体：認定 NPO 法人ちば市民活動・市民事業サポートクラブ 

⬛取材活動：縁 joy(エンジョイ)・東北 2017 

⬛取材日：平成 29 年 12 月 2 日 

⬛取材場所：イオンモール幕張新都心グランドスクエア（千葉県千葉市） 

⬛取材人数：なし  

⬛取材内容：認定 NPO 法人ちば市民活動・市民事業サポートクラブ（千葉県）が、

被災者の生活再建に向けて被災者同士や地域住民との交流を深め、自ら物を作

って販売する場を提供するために毎年開催している交流イベントを取材。各出

展ブースの内容や、被災者自らが積極的に地域の住民と交流する様子などを取

材。 

 

⑧事例 08 特定非営利活動法人ビーンズふくしま（福島県福島市） 

⬛取材地域：福島県 

⬛取材団体：特定非営利活動法人ビーンズふくしま 

⬛取材活動：写真教室 in みんなの家セカンド 

⬛取材日：平成 29 年 12 月 14 日 

⬛取材場所：復興交流拠点「みんなの家セカンド」（福島県福島市） 

⬛取材人数：被災者 3 名（福島県福島市 3 名）、支援者 3 名（企業社員１名、団体

職員 1 名、一般 1 名） 

⬛取材内容：特定非営利活動法人ビーンズふくしま（福島県）が、避難されてきた

親子や避難先から帰還した方々が集まり、子どもや若者からお年寄りまでどな

たでも気軽に集まれる場所として運営する「みんなの家セカンド」での取組を

取材。また、震災後一度避難してまた福島市に戻ってきた被災者の気持ちや、

現在の生活環境などについて取材。 
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（６）避難先・避難元地域の支援施策情報の更新 

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

難先・避難元自治体の支援施策（http://jyoho-shien.org/rss/）」の確認と更新について

は以下のように実施した。 

・地方自治体から RSS にて発信される支援施策の情報は、毎日更新を実施した。 

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

25 日）確認、更新した。 

・トピックスについては、RSS 発信情報及び RSS 未実施の地方自治体サイトから、毎週

更新（基本として月曜日に確認、更新）とした。 

 

図 ４-１０ 対象となる「避難先・避難元自治体の支援施策」コーナー  

 

 

  

図 ４-１１ 「避難先・避難元地域の支援施策情報」コーナーの更新スケジュール  
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①支援施策情報（RSS 発信情報）の更新方法の詳細 

【RSS 配信している地方自治体の情報更新】 

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

チし、支援施策情報を毎日収集、追加・更新した。 

 

【RSS 未実施自治体の情報更新】 

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

て確認、支援施策情報を抽出し、「避難先・避難元自治体の支援施策」コーナーのデータ

ベースに登録した。更新日は、毎月 10 日・25 日（約 2 週間毎）とした。 

 

【個別の対応に要する日数】 

RSS 未対応自治体のサイト確認：概ね 5 営業日 

   （毎月 26 日～翌月 1 日、11 日～16 日） 

  支援施策情報のピックアップ：概ね 3 営業日 

   （毎月 2 日～7 日、17 日～22 日） 

  「避難先・避難元自治体の支援施策」コーナーへ登録（アップロード）：概ね 2 営業日 

   （毎月 8 日～10 日、23 日～25 日） 

 

 
※土日祝日は含まず、夏季・冬期休暇時は要調整 

 

図 ４-１２ RSS 未対応自治体のサイトからの情報抽出のタイミング 
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②トピックス情報の更新方法の詳細 

  【選定方法】 

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

を対象に、移住・定住・帰還支援に限らず、県外避難者支援に有益な情報を選定し

た。 

 

【個別の対応に要する日数】 

トピックスの選定・抽出：概ね 5 営業日 

  （原則、毎週） 

「避難先・避難元自治体の支援施策」コーナーへ登録（アップロード）：概ね 1 営業日 

  （原則、毎週月曜日） 

 

 
※土日祝日は含まず、夏季・冬期休暇時は要調整 

 

図 ４-１３ トピックス抽出・選定のタイミング  
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（７）公開サイトに関する統計（集計期間：2017/07/25 - 2018/03/15） 

①国内地域別訪問数 TOP10 

 訪問数は東京都が最も多く、福島県、神奈川県がこれに次いでいる。 

 
図 ４-１４ 地域別訪問数 

 

 

②訪問数の推移 

県事業の受託団体に告知をした 10 月がもっとも訪問数が多く、その後は 12 月な

どの瞬間的な閲覧数の増加を除いて落ち着いたが今年に入り、ベースの訪問数が徐々

に増加傾向にある。 

 

 

図 ４-１５ 開設後訪問数の推移 
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③デバイス別訪問数 

利用デバイス別には、スマートフォン、タブレットへの正式対応を済ませていない

ことも有り、PC によるものが多い。 

 

図 ４-１６ デバイス別訪問数 

 

④チャンネル別訪問数 

サイトにたどり着くルート（チャンネル）としては、URL の直接入力が最も多

く、検索エンジン、SNS 経由がこれに次いでいる。直接入力は、県事業の採択団体

や、連復等の発行する紙媒体を見た避難者の入力と考えられる。 

 

図 ４-１７ チャンネル別訪問数 
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⑤ページ別訪問数 TOP10 

閲覧数としてはトップページを除いては全国の相談窓口情報と、交流会等の事例

が多くなっている。 

 

図 ４-１８ ページ別訪問数 

 

⑥ページ別滞在時間 TOP10 

ページ別の滞在時間では交流会等の事例の動画、特にその中での支援者等の動画

が長くなっている。 

 

図 ４-１９ ページ別滞在時間 
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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（26 団体）を招集して、団体間

や関係者間での情報交換や意見交換、行政からの施策情報の伝達などを行うための会議を

開催した。 

 

５．１ 実施方針 

・本年度に福島県事業の受託団体（26 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 1 回目に当たる第 1 回定期連絡会議、3

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

に当たる福島県県外避難者の支援に関する情報共有・意見交換会 ブロック会議（以降、ブ

ロック会議）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。） 

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

ター、東日本大震災支援全国ネットワーク（JCN）とも議論しながら検討した。 

・ブロック会議は、各団体同士がより突っ込んだ意見交換ができるよう、避難者の意識や課

題が近い地域での分科会形式（26 拠点が一堂に集まるのではなく、3 つの地域ブロックに

分けて開催）で実施した。 

・各回の日時、会場、主な議題等は次ページのとおりである。 
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表 ５-１ 開催会議の概要 

 
 日時・場所 会場 議題 事務局 備考 

【
福
島
県
事
業
】
第
１
回
定
期
連
絡
会
議 

[1 日目] 
平成 29 年 
5 月 17 日（水）
13:00～18:00 

吉川屋 コンベ

ンションホール 
「瑞雲」 
（福島県福島市
飯坂町） 

(1)今年度の事業について 
 福島県、復興庁、ふくし

ま連携復興センター、
三菱総合研究所、東日
本大震災支援全国ネッ
トワーク 

(2)情報共有及び意見交換 
・拠点の取組紹介及び事
例共有（拠点による発表
等） 
・お困りごと解決会議（グ
ループワーク） 

ふ
く
し
ま
連
携
復
興
セ
ン
タ
ー 

－ 

[2 日目] 
平成 29 年 
5 月 18 日 
（木）9：00～
12：00 

(1) 前日の振り返り 
(2)クラウドシステム活用
について 

【
復
興
庁
事
業
】
福
島
県
県
外
避
難
者
の
支
援
に
関
す
る 

情
報
共
有
・
意
見
交
換
会 

ブ
ロ
ッ
ク
会
議 

[首都圏ブロッ
ク] 
平成 29 年 
11 月 8 日(水) 
13:30～17:00 

フクラシア八重
洲 E 会議室 
 
（東京都中央
区） 

(1)行政からの情報提供 
(2)本事業の進捗状況の共
有 
(3)個人情報の取扱いにつ
いて 
(4)支援活動の課題に対す
るワークショップ 

三
菱
総
合
研
究
所 

(参加団体拠点地) 
茨城、群馬、埼玉、 
千葉、東京、神奈
川、山梨、長野 

[東・中部日本
ブロック] 
平成 29 年 
11 月 9 日(木) 
13:30～17:00 

( 参 加 団 体 拠 点

地）北海道、宮城、

山形、栃木、富山、

石川、福井、静岡、

愛知、岐阜、三重 

[西日本ブロッ
ク] 
平成 29 年 
11 月 30 日(木) 
13:30～17:00 

新大阪ﾌﾞﾘｯｸﾋﾞﾙ 
「会議室 A,B」 
 
(大阪府大阪市
淀川区） 

( 参 加 団 体 拠 点

地） 
青森、岩手、秋田、
新潟、滋賀、京都、

大阪、兵庫、奈良、
和歌山、鳥取、岡
山、島根、広島、

山口、徳島、香川、
愛媛、高知、福岡、
佐賀、長崎、熊本、

大分、宮崎、鹿児
島、沖縄 

【
福
島
県
事
業
】
第
２
回
定
期
連
絡
会
議 

平成 30 年 
2 月 1 日（木） 
13:00～18:00 

ホテル聚楽 コ
ンベンションホ
ール 「平安」 
 
（福島県福島市
飯坂町） 

(1)今年度事業の振り返り
と来年度事業の見通しに
ついて 
(2)事例共有：テーマ「地
域の多様な社会資源との
連携について」 
(3)グループワーク（前
半）：テーマ「今後の県外
避難者支援について考え
る」 

ふ
く
し
ま
連
携
復
興
セ
ン
タ
ー 

－ 

平成 30 年 
2 月 2 日（金） 
9：00～12：00 

(1)グループワーク（後
半）：テーマ「今後の県外
避難者支援について考え
る」 
(2)全体共有 
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５．２ 議題 

・各会議における議題、配布資料は、以下のとおりである。 

 

（１）第 1 回定期連絡会議（平成 29 年 5 月 17 日） 

■議事 

第 1 日目 

１． 開会挨拶 

２． 参加者自己紹介（全員参加） 

３． 今年度の事業について 

４． 情報共有及び意見交換 

（１） 拠点の取組紹介及び事例共有（拠点による発表等） 

（２） お困りごと解決会議（グループワーク・全員参加） 

５． 連絡事項 

第 2 日目 

１． 前日の振り返りと本日の予定確認 

２． クラウドシステム活用について（合同会社シェアードエスイー） 

３． 業務の手引き・改訂ポイント解説 

４． 2 日間のまとめ 

５． 閉会挨拶 

 

■当日配布資料 

式次第（プログラム） 

参加者名簿 

ファシリテータ紹介 

資料１：県外避難者支援の全体像（福島県） 

資料２：県外自主避難者等への情報支援にかかる 27 年度事業と 28・29 年度事業の比較

（復興庁） 

資料３：県外避難者への相談・交流・説明会事業 昨年度の課題と今年度の目標（ふくし

ま連携復興センター） 

資料４：県外避難者への相談・交流・説明会事業 今年度の事業（ふくしま連携復興セン

ター） 

資料５：東日本大震災・避難者支援情報提供サイトの構築について（三菱総合研究所） 

資料６：平成 29 年度県外避難者支援運営業務 生活相談拠点等の研修実施ほか（東日本

大震災支援全国ネットワーク） 

資料７：今年度の予定表 

資料８：業務の手引き 

資料９：業務の手引き 改訂ポイント一覧 

資料１０：クラウドシステム マニュアル 

参考資料１：事業完了報告書 

参考資料２：福島アトラス（冊子） 
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（２）ブロック会議（平成 29 年 11 月 8、9、30 日） 

※各ブロックの会議資料は共通 

■議事 

１．開会挨拶 

第一部 

２．行政からの情報提供（復興庁、福島県） 

３．本事業の実施状況の共有（ふくしま連携復興センター） 

４．避難者情報提供の方針と個人情報の共有と管理について（福島県、医療ネットワーク

支援センター） 

５．避難者の個別課題への対応について（復興庁） 

６．事前アンケートの結果について（三菱総合研究所） 

第二部 

７．現状と課題と今後の支援活動に関する意見交換 

８．事務連絡 

９．閉会挨拶 

 

■当日配布資料 

議事次第 

席次表 

出席者名簿 

資料１：「被災者生活支援等施策の推進に関する基本的な方針」に関する施策とりまとめ  

資料２：福島県からの避難者への支援に向けた生活再建支援拠点との連携について 

資料３：被災市町村の復興状況ＭＡＰ 

資料４：平成３０年度被災者心のケア対策 概算要求案の概要 

資料５：福島県における精神保健関係相談窓口一覧 

資料６：東日本大震災・避難者支援情報提供サイトの公開について 

資料７：各団体の避難者数把握状況 

資料８：本事業上半期の振り返り 

資料９：平成２７年度避難者意向調査における個人情報提供同意件数等 

資料 10：個人情報保護の対応 

資料 11：生活保護を受給している県外避難者の引越し費用に係る取扱いについて 

資料 12：被災した児童生徒に対する就学支援等について 

資料 13：被災家屋等解体について 

資料 14：民生委員・児童委員必携 第 61 集 

資料 15：より丁寧な支援活動を目指して 広域避難者支援マニュアル 

資料 16：事前アンケートの結果について 

資料 17：平成 29 年度ふるさとふくしま交流・相談支援事業採択事業一覧 
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（３）第 2 回定期連絡会議（平成 30 年 2 月 1、2 日） 

■議事 

第 1 日目 

１．開会挨拶 

２．今年度事業の振り返りと来年度事業の見通しについて 

３．事例共有：テーマ「地域の多様な社会資源との連携について」 

４．グループワーク（前半）：テーマ「今後の県外避難者支援について考える」 

５． 連絡事項 

第 2 日目 

１．前日の振り返り 

２．グループワーク（後半）：テーマ「今後の県外避難者支援について考える」 

３．全体共有 

４．閉会挨拶 

 

■当日配布資料 

式次第（プログラム） 

参加者名簿 

ファシリテータ紹介 

資料１－１：避難者支援の取り組みについて（福島県） 

資料１－２：参考 地元紙提供事業対象施設等（福島県） 

資料１－３：参考 平成 29 年度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）採択事業一覧（福島県） 

資料１－４：参考 平成 29 年度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（福島県） 

資料１－５：参考 国土交通省「原発事故による警戒区域等からの避難者に対する高速道

路の無料措置」～利便性向上に向けたカードの受付開始及び無料措置期間の

延長について（福島県） 

資料２－１：相談受付表第 3 四半期類型サマリ（ふくしま連携復興センター） 

資料２－２：相談事例（ふくしま連携復興センター） 

資料２－３：相談・交流・説明会 開催実績/開催予定一覧表（ふくしま連携復興センタ

ー） 

資料２－４：提案事業実施内容と成果（ふくしま連携復興センター） 

資料３－１：生活困窮者自立支援法（平成 25 年法律第 105 号について）（復興庁） 

資料３－２：平成 29 年度生活困窮者自立支援制度の実施状況調査集計結果（復興庁） 

資料３－３：平成 29 年度任意事業の実施（予定）状況（復興庁） 

資料３－４：改正社会福祉法の概要（復興庁） 

資料３－５：被災市町村の復興状況 MAP（復興庁） 

資料４－１：ブロック会議意見集約資料 

資料５－１：地域の多様な社会資源との連携について（山形の公益活動を応援する会・ア

ミル） 
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資料５－２：参考 避難者支援の動向（2011-2015） 

資料５－３：参考 避難者アンケート 

資料５－４：参考 H30.1.11 避難者受け入れ状況 

資料６－１：新潟県における福島県外避難者への支援事業と連携について（新潟県精神保

健福祉協会） 

資料７－１：生活再建支援拠点と心のケア事業との連携（静岡県臨床心理士会） 

資料８－１：避難者支援ネットワークの構築（福島避難者のつどい沖縄じゃんがら会） 

資料９－１：JCN 応用研修 社会資源リストメモ 

 

５．３ 実施状況 

（１）第 1 回定期連絡会議（平成 29 年 5 月 17 日） 
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（２）ブロック会議（平成 29 年 11 月 8、9、30 日） 
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（３）第 2 回定期連絡会議（平成 30 年 2 月 1、2 日） 

 

 

 

 

 

 

５．４ 実施後の意見整理と回答について 

・全 3 回の会議のうち、本事業で事務局を担当した「ブロック会議」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、回答をとりまとめ、「第 2 回定期

連絡会議」に報告した。 

 

 

 



 

 
  

160 

表 ５-２ ブロック会議の意見と対応の方針 

  

NO. 分野 分類 意見内容 会議当日の回答 今後の対応方針 回答主体

1 会議

（京都）アンケートの答えやすさ、不愉快になら
ない表現などについて、県から拠点に相談も
ない。相談に来る人の複雑な気持ちを聞いて
いるので、可能な範囲で協力したい。

（福島県）調査票の作り方は県庁内で完結さ
せていたところ。ご意見は今後の参考にした
い。

・避難者意向調査については、その在り方を含めて検
討していく。

県

2 会議

（新潟）来年度全国に散らばっている避難者を
把握したいとのことだが、把握した後、それら
の避難者に対して、どのようなことができるの
かを教えてほしい。家族トータルの支援が必
要。

（福島県）今後どのような事業ができるか詰め
切れていないが、関係機関、拠点に繋ぐことを
考えていきたい。

・避難者の把握については、今後どのような方法がとれ
るか引き続き検討していく。支援を必要とする避難者に
ついては拠点を含めた関係機関等に繋ぐなど、効果的
な支援に結び付くよう考えていきたい。

県

3 会議

（石川）資料の避難者の数と県や団体として
把握している数が大きく違う。定住した等の理
由で避難者登録システムに登録しづらいとい
う話もある。住民票を取り扱う市町村の市民課
の職員も登録システムについて知らない。福
島に以前住んでいた人、ゆかりのある人など
も登録できるようにすれば、登録を促せるので
はないか。

（福島県）データは避難者数でなく、アンケート
返信世帯の内、個人情報を支援機関に共有し
ても良いと明示した世帯数。
（福島県）登録してもらえるような対応を検討し
たい。

・全国避難者情報システムへの登録を機会を捉えて周
知していく。

県

4 会議

（宮城）避難者世帯が増えつつあるが、宮城
県も被災県のため、全市町村が福島に特化し
た対応ができているわけではない。個別の把
握はできていないという行政、社会福祉協議
会も多い。避難者情報の把握は念願なので、
ぜひ提供してほしい。

（浜田副大臣）復興庁でも前向きに対応してい
る。全団体に個人情報を取り扱ってもらいたい
というわけではなく、希望する団体には提供し
たい。個人情報の資料の最後に記しているHP
は、今回個人情報が必要ないという団体にも
参照いただきたい。事務局は、個人情報を取
り扱う際にどういうことをすると良いか、整理し
てまとめてほしい。

県、連復

5 会議

（石川）団体としてもつながりのある避難者の
横のつながりを活用して、できるだけ人数を把
握しようと試みている。避難者の情報共有に
ついて、具体的な対応方針、システムができ
て公表してもらえるなら嬉しい。

（福島県）個人情報の取扱に気をつけながら、
拠点の方が動きやすくなるように検討したい。
これまでも至るところで同じことを言われてい
る。具体策をお待ちいただきたい。

6 事後
（宮城）提供を受ける拠点サイドも準備が必要
になると思うので統一した基本フォーマットが
あると有りがたい。

（県）
・平成２７年度避難者意向調査結果による避難者の情
報については、希望する拠点に提供することで調整し
ていく。
・県の持つデータを統括団体経由で拠点に提供する流
れを予定している。
・各拠点での情報管理に係る共通的なフォーマットを提
供することで進めていきたい。
(連復)
・福島県と相談の上、希望する拠点への名簿の提供を
実施する。

県によ
る避難
者情報
の把握・
アン
ケートに
ついて

個人情
報の提
供･共有
につい

て
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NO. 分野 分類 意見内容 会議当日の回答 今後の対応方針 回答主体

7 会議

（千葉）避難者支援の26拠点の状況はさまざ
ま。県が対応しているところ、市町村が対応し
ているところがある。26箇所全てに対する統一
した形での個人情報の提供ではなく、個人情
報を管理できる拠点をモデル的に選定すると
いった判断はどうか。

（福島県）拠点の組織状況を踏まえ、個人情
報を受け入れる側のルールづくりをした上で、
同意をいただいたところについては提供した
い。

県

8 事前

（埼玉）避難元自治体では避難先データを把
握していることが多く、復興庁が指示をだせ
ば、避難元自治体のデータをとりまとめて相談
拠点に出すことは物理的に可能ではないか。

・避難元自治体が保有する個人情報の取得について
は、市町村条例に基づき判断されるものであると考え
る。今後どのような対応がとれるか引き続き検討してい
く。

県

9 会議
（レスキューストックヤード＝RSY）個別訪問す
るとしても、名簿が必要になる。避難者の個別
情報を提供していただきたい。

（復興庁）相談と訪問については意見をいただ
いている。福島県も問題意識を持っている。

・Ｈ２７意向調査による情報を提供することで調整してい
る。

県

10

メール
便など
による
避難者
への情
報提供

会議

（関西）避難者に情報が届いていないのでは
ないか。当拠点は、兵庫、和歌山、奈良が管
轄エリアで、行政から毎月情報を流している
が、「届いていない」、「知らない」との話をたく
さん聞く。ある自治体では、避難者に情報を流
さないと明言するところもある。そこを何とかし
ない限りこちらから手を伸ばすこともできない。
事業が立ち行かなくなる。

（浜田副大臣）西と東で温度差がある。福島県
からは広報誌を含め、何かは送られている。
ただ届いていないという状況は把握しており、
アウトリーチを含めて、新たな事業を福島県で
検討してもらっている。拠点の皆さんはたいへ
んだと思うが、避難している人達が、リスクが
高まったと感じたときに繋がろうとしてもらえる
よう、体制の維持に努めてほしい。

・福島県からの避難者は広域にわたっているが、受入
自治体それぞれの事情によりその支援の方法が様々
であることは認識している。
・当県としては、今後とも機会を捉え、必要な支援の提
供について協力を依頼していく。

県

11

ネットに
よる情
報提供
につい
て

会議
（岡山）拠点でもさまざまな催しがあるが、なか
なか広報できていないので、情報として吸い
上げる作業をしてもらいたい。

（三菱総合研究所）拠点の情報はぜひ掲載し
ていきたいので、情報の吸い上げ方は連復と
相談したい。
（復興庁）現地で活動しているNPOの活動状
況を載せてサイトなどもリンクを張ることを検討
したい。

・拠点団体については連復経由でイベント情報等を適
宜提供いただき、相談会･交流会情報などに掲載する。
その他のNPO等については、福島NPOネットワークセン
ターのふるさとふくしま交流･相談支援事業採択団体
（県内･県外）のイベント情報、ビーンズ福島の収集する
イベント情報などを共有し、相談会･交流会情報などに
掲載するとともに、サイトへのリンクを張る。
・避難元で活動しているNPO等のHPのリンクも検討して
いく。

三菱総合研
究所

個人情
報の提
供･共有
につい

て
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NO. 分野 分類 意見内容 会議当日の回答 今後の対応方針 回答主体

12

ネットに
よる情
報提供
につい
て

会議
（福岡）ネット環境がない人、高齢者なども同
様に情報を入手できるよう、pdf など印刷でき
る状態になっていると良い。

（三菱総合研究所）一部そのようなコンテンツ
もあるが、それ以外も対応できるか確認した
い。

・現在外部のウェブサイトに対してリンクを張っている情
報については、著作権の関係上PDFでの提供が許可な
しに出来ない（PDFの提供は著作権上の複製に当た
る。）。許可が得られたところ、復興庁、県などのもつ情
報については極力PDFで提供する。

三菱総合研
究所

13 会議

（RSY）相談事業に個別訪問は含まれていな
いので、ふるさとふくしま交流・相談支援事業
で個別訪問を実施している。当団体は2つの
事業を受託しているので相談を受ける側と個
別訪問する側ができるが、支援拠点事業では
こちらから出向く費用は出ない。

（福島県）本事業では、アウトリーチはない。い
くつかの拠点では資料17に示すような事業で
対応している。全て委託で対応するには人員
の問題もある、応募してくれれば良い。

（県）
・地域の実情や拠点の体制などから、現時点で、本事
業として統一的に戸別訪問をメニュー化することは考え
ていない。
・担当地域の実情に応じた提案事業としての対応でお
願いしたいと考えている。
(連復)
・福島県と相談の上、モデルケースでの実施について
検討する。

県、連復

14 会議

（関西）ある政令指定都市では、福島からの避
難者に一切情報を提供しないと断言した。福
島県の事務所の人にも同席してもらっても、復
興庁から通知を出してもらっても聞かない自治
体もいる。子どもの虐待が疑われるケースもあ
り、訪問のためにルートを設けてもらいたい。

（福島県）そのような支援ができるよう、来年度
予算でもがいている。

（県）
・受入自治体における支援について、今後とも機会を捉
え協力を依頼していく。

15 会議
（新潟）訪問のための公用車がない、保障が
ないことも課題。県と連復からダメといわれ
た。

（浜田副大臣）団体によっては個別訪問が可
能になっている。予算が問題なら積み増しを検
討したい。あとで詳細を確認したい。

（県）
・拠点事業における戸別訪問については、各拠点の実
態に応じ提案事業等でお願いしたい。
県としては、他事業との連携も視野に入れ、適切に対
応していく。

16 事後

（RSY）避難者リスト(個人情報)を開示頂けれ
ば、それに越した事は無いが、避難先県市の
担当者が戸別訪問をする機会に、同行させて
頂く連携体制が出来れば、情報開示をしなくて
も、避難者面談ができ、以後の活動に生かせ
るので、それで充分。個人情報管理の契約や
制約を受ける方が大変。

（県）
・受入自治体における戸別訪問に係る対応も勘案しつ
つ、必要に応じ協力依頼を考えたい。

県

拠点団
体によ
る戸別
訪問の
実施に
ついて
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NO. 分野 分類 意見内容 会議当日の回答 今後の対応方針 回答主体

17

拠点団
体によ
る戸別
訪問の
実施に
ついて

事後
（石川）個人情報はいただかなくても、県庁職
員と一緒に戸別訪問がしたい。（当事項につ
いては、要望しないこととなった。）

（県）
・受入自治体における戸別訪問に係る対応も勘案しつ
つ、必要に応じ協力依頼を考えたい。

県

18
支援の
引継ぎ

会議

（栃木）広域避難支援の枠組みをもっと早くし
てほしい。特に住民票。引っ越したら支援しな
いではなく、新たに支援しないと自立は難し
い。

（福島県：深谷）引っ越してからの支援も行っ
ている。どこに移動したという情報提供を出し
てもらえれば広報誌を送っている。

・全国避難者情報システム、原発避難者特例法名簿へ
の登録を機会を捉えて周知していく。

県

19

相談内
容の分
析につ
いて

会議

（沖縄）相談業務を請け負っているが、相談内
容から見えることを外部の専門家に分析して
もらえれば、支援策に反映できると思う。拠点
は相談を上げているだけでフィードバックがな
い。

（浜田副大臣）外部の専門家にどういう形で聞
いたほうがよいか、考えさせてもらいたい。心
のケアは来年度行う。こういう場に専門家に来
てもらい、セッションすることはできるので、来
年度予算も含め検討したい。

（復興庁・県・連復）
・外部機関による分析については、県、連復、復興庁で
検討していきたい。
（復興庁）
・なお、専門的な心のケアについては、30年度予算案
において、これまでの課題や対応を分析し、中長期支
援の方向性や望ましい心のケア支援の在り方について
調査研究を行うための予算を盛り込んでいる。

復興庁、県、
連復

20

交流会
での県
からの
情報提
供

事前

（北海道）（交流会での県の報告について）こ
ちらが要望したテーマでは報告をしてもらえ
ず、昨年度とほぼ同様の内容で、新しい参加
者が見込めにくい。

・避難世帯の課題は個別化しているものと認識してお
り、全体的な説明より個別相談優先の方向で対応して
きたところ。個別相談の内容については、必要に応じ担
当部局に照会後、拠点を通じて回答するなどにより対
応していく。また、事前対応が可能な場合は、事前に調
整の上、当日回答することでも対応していきたい。

県

21

視察ツ
アーの
開催に
ついて

会議

（RSY）福島復興体験バスツアーでは、料金を
徴収していないので旅行業法に引っかからな
い。このツアーでは避難者と一緒に行く方、福
島で合流する方も参加した。わずかでも徴収
することがあれば旅行業法に何かふれるよう
になるようだ。

（JCN）ボランティアバスについては、三重県の
団体が企画運営の留意点についてわかりや
すい冊子を出している。情報元は後で共有す
る。

・三重防災市民会議の「みえ発！災害ボラパック〜安
全運行・法令遵守編〜」がウェブサイトで公開されてい
るので、上記ウェブサイトについてクラウドシステムにて
情報共有をする。

三菱総合研
究所
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NO. 分野 分類 意見内容 会議当日の回答 今後の対応方針 回答主体

22 会議

（RSY）避難者の戸別訪問では、健康に関する
不安を訴える声が最も多かった。そこで甲状
腺検診をすることになったが、受診した13名中
12名がA2（要観察）という診断だった。指定病
院の福島県立医大は遠くて受けられず予約も
半年先、公立病院で平日しか受診できないと
いうことが多いため、学校や仕事を休まないと
ならない。愛知県被災者支援センターの尽力
で、日曜日でも対応してくれる医療機関が出
来たが、そうでない地域も多い。子どもだけで
なく、大人についても福島に当時いた人には
検診制度を確立してほしい。検査する病院、
機会を増やしてほしい。

（浜田副大臣）県の制度では20歳まで受けら
れる。町によっては双葉、大熊、浪江などは大
人も受診できる。検査結果データは、他の地
域と変わらないと聞いている。個人情報に配
慮した公表の仕方を検討し、データを公表した
い。甲状腺検査はやっと47都道府県で受けら
れるようになった。診断が難しいので、手法は
均一化する必要がある。福島県立医大の鈴木
先生の指導の下、各都道府県内に2つめ、3つ
めと増やしたい。

・甲状腺検査については、検査機器の整備状況等によ
る制限はあるが、寄り身近な場所で受検できる体制の
整備に努めている。

県

23 会議

（岡山）去年のアンケートでは健康に関する心
配が多かった。民間の病院で検診している
が、福島県だけでなく、近隣県でもしっかり
チェックしてもらいたい。

（浜田副大臣）福島県から避難している人は
県外でも検診は受けられる。環境省とも話をす
る。心のケアはどういう手法で対応していく
か、県とも相談したい。既存の支援策として
ホットラインがあるので、そことも連携する必要
がある。

（県）
・健康診査については、避難区域等の住民を対象に生
活習慣病の予防や疾病の早期発見、早期治療につな
げていくことを目的として実施されている。また、心のケ
アについては、電話相談専用ダイヤルの設置等により
対応しているところ。
今後とも、効果的な事業の活用について検討していき
たい。
（復興庁）
・なお、専門的な心のケアについては、専門職による相
談支援や電話相談等、被災者の精神保健面の支援を
行うための財政支援を行っている

復興庁、県

24
子ども
への支
援

会議

（愛知）いじめのため転校を繰り返したり、避
難者であることを黙っている子もいる。同じよう
に避難している人が集まって話ができるとよい
が、親が避難していることを明らかにしたくな
いために避難者登録をしない人もいる。文科
省が持っているデータとこちらの持っている
データは異なると思う。学校も難しいかもしれ
ないが、意見が言えずに避難してきた子ども
の意見を聞けるようにしたい。

（浜田副大臣）阪神大震災の際の研究で、子
どもの問題は発災後5年で表出すると言われ
ている中、以後どのように支援すべきか研究し
たい。

（復興庁）
・政府としては、避難している子ども含め、福島の児童
生徒等に対する学習支援や心のケアを行うため、①ス
クールカウンセラー等の派遣、②教職員加配などの取
組について、予算を措置しているところであり、引き続き
関係省庁が連携して取り組んでいきたい。
（県）
・県教育委員会において、県外派遣教員や２４時間対
応の電話相談窓口等で相談対応をしている。これら事
業の情報発信に努めていく。

復興庁、県

検診機
会の向
上
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NO. 分野 分類 意見内容 会議当日の回答 今後の対応方針 回答主体

25 会議

（愛媛）生活困窮者等について、福祉に繋げる
のはわかるし実際やっているが、包括的に支
える仕組みが必要。どの事業もそうかもしれな
いが、縦割りが多く、隙間ができるのでそれを
埋めるのが拠点の仕事。生活困窮の法律の
任意事業にこの被災者支援が入ると、継続的
に支援できるのではないか。

（復興庁）
・生活困窮者自立支援制度では、複合的な課題を抱え
る生活困窮者がいわゆる「制度の狭間」に陥らないよ
う、出来る限り幅広く対応することとされており、避難者
の中で生活に困窮している方がいるのであれば、各自
治体で設置している自立相談支援窓口に相談していた
だきたい。
・聞きたいことがある場合は、復興庁（ボラ班）を通じて
厚労省へ確認を行う。
（県）
・避難生活が長期にわたり避難世帯の課題・複雑化す
る中で、生活困窮の理由も複雑化しているものと認識し
ている。それらの課題の解決のためにできることを一つ
一つ考えていかなければならないものと思う。（以下、
生活困窮共通）

復興庁、県

26 会議
（連復）生活保護について、ケースワーカーに
も相談するが、特別な事情でもない限りあまり
動いてくれない。

（復興庁）厚労省に再度確認する。

（復興庁）
・国としては、東日本大震災による被災者の生活保護
の取扱いについては、「東日本大震災により生活に困
窮された方への支援の徹底について」（平成24年1月6
日付厚生労働省社会・援護局保護課長通知）等によ
り、適切な対応を行うよう周知しております。また、生活
保護の申請にあたっての相談等については、全国会議
等を通じて、適切な窓口対応を行うよう引き続き保護の
実施機関へ周知していく。
・聞きたいことがある場合は、復興庁（ボラ班）を通じて
厚労省へ確認を行う。
（県）
・前記のとおり

27 会議

（鳥取）生活困窮者は自己責任のような形で
扱われがちで、どの支援も当てはまらない人も
いる。自己責任にならないような支援の仕方を
共有してもらいたい。

（復興庁）
・生活困窮者自立支援法の目的は、生活困窮者の自
立の促進を図ることにあり、制度の目指す自立には、
経済的な自立のみならず、日常生活における自立や社
会生活における自立も含まれており、支援にあたって
は、本人の意向を十分に尊重した上で、自治体におい
て生活困窮者の抱える課題や状態に応じて個別に検
討した包括的な支援が行われている。
・聞きたいことがある場合は、復興庁（ボラ班）を通じて
厚労省へ確認を行う。
（県）
・前記のとおり

生活困
窮への
対応に
ついて
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NO. 分野 分類 意見内容 会議当日の回答 今後の対応方針 回答主体

28 会議

（岡山）多種多様な人がいる。生活困窮の人
がうまく支援策に繋がらないというのは実際に
ある。深刻な人がしっかり社協などに繋がるよ
う、国や県の支援をお願いしたい。

（浜田副大臣）岡山は行ったことがあるが、県
や市の人にも一緒に会うようにしたい。いずれ
行く。大阪市にもきっちり伝える。復興庁が入
ることによって繋がりやすくしたい。

（復興庁）
・生活困窮者自立支援法による自立相談支援事業にお
いては、生活困窮者を幅広く受け止め、包括的な支援
を行っているが、生活困窮者への支援は、当該自立相
談支援機関のみが担うのではなく、その他の任意事業
や関係機関等と連携することが重要であり、国として、
各自治体において取り組むよう全国会議、関係機関と
の連携通知等を通じてお願いしている状況である。
・聞きたいことがある場合は、復興庁（ボラ班）を通じて
厚労省へ確認を行う。
（県）
・前記のとおり

復興庁、県

29 事前

（愛知）生活保護までいかずに生活が苦しい
避難者、制度のすき間にいる避難者に対する
救済制度が何かあるとよい。（愛知県被災者
支援センター）

（復興庁）
・生活保護に至っていない生活困窮者に対する「第2の
セーフティネット」として、生活困窮者自立支援制度が
創設（平成27年4月施行）されており、生活困窮者が抱
える課題がより複雑化・深刻化する前に、生活困窮者
に対する相談支援を行う自立相談支援事業をはじめと
して、自立のための支援が提供されている。
・聞きたいことがある場合は、復興庁（ボラ班）を通じて
厚労省へ確認を行う。
（県）
・前記のとおり

30

メンタル
面への
対応に
ついて

会議

（広島）子ども達を連れて避難した大人たちの
メンタルケアは必要。震災前の自分を取り戻し
たいという気持ちは皆さんあると思う。自主避
難などと区分けせず、避難者支援の次に生活
者支援を加えてもらいたい。

（浜田副大臣）子どもだけでなく、保護者の支
援が必要だと言う指摘はその通り。受け皿は
福祉の制度が現状。以前よりは上積みをされ
ているが多くない。精神的徒労感がある場合
は既存の福祉に繋げるのが必要。その繋ぎ方
をどうするか引き続き検討したい。

（復興庁）
・福祉による対応が必要な避難者については、避難先
における福祉施策に適切につなげることができるよう、
相談支援機関と福祉施策との連携方法について、検討
していきたい。
（県）
・幅広い支援について担当部署と連携して進めていき
たい。
（連復）
・会議や研修を通して、拠点・連復・県・復興庁等と具体
的な支援についての検討を行い必要な支援を実施して
いきたい。

復興庁、県、
連復

生活困
窮への
対応に
ついて
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NO. 分野 分類 意見内容 会議当日の回答 今後の対応方針 回答主体

31

メンタル
面への
対応に
ついて

会議
（鳥取）鳥取県の事業でメンタルケアの事務所
を借りているが資金が足りない。メンタルケア
の運営資金のサポートをしてもらえないか。

（連復）鳥取県の事業で支援されているという
ことで、形としては福島県に一部協力していた
だくことになっている。来年度は検討したい。
（浜田副大臣）この事業は少なくとも2020まで
は続く。2020が終わっても必要になると思うの
で財務省とも協議する避難者の生活の基盤が
収れんしていくまで、必要な資金提供はした
い。

（県）
・拠点事業としての予算確保はされている。
(連復)
・来年度予算については今後、拠点・福島県（必要に応
じて鳥取県も）相談の上決定していく。

県、連復

32 会議

（埼玉）「資料2　福島県からの避難者への支
援に向けた生活再建支援拠点との連携につ
いて」は、支援拠点にとって心強い通達であ
る。具体的につなぐ場や仕組み、円卓の場を
つくってほしい。

（浜田復興副大臣）復興庁に県の窓口を紹介
してもらう。県への訪問の際にも県、市の方に
同席いただけば良い。

（復興庁）
・復興庁より、埼玉県の窓口を紹介し、２月１５日に意見
交換を開催予定。
（県）
・上記、対応予定

復興庁、県

33 事前

（北海道）先の国会で「住宅確保要配慮者に
対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律
（住宅セーフティネット法）の一部を改正する法
律」が成立し、住宅確保要配慮者に被災者も
含まれている。それらが実態としてどのように
活用されているかの検証が必要。

（復興庁）
・福島県からの避難者に対する支援の現状や課題につ
いては、復興庁としても様々な機会を捉え、避難者や関
係団体の皆様のお声をお伺いし、業務の参考にしてい
るところなので、ご意見等、随時復興庁へお寄せいた
だきますよう、お願いしたい。
（県）
・法の趣旨等を確認の上、今後検討する。

復興庁、県

34 事前

（連復）避難者(被災者)支援から地域資源によ
るサポートや社会福祉へスムーズに移行でき
る仕組み作りのため、通常の社会福祉の中に
避難者(被災者)支援を含むような法的措置が
必要。厚労省の「我が事・丸ごとの地域づくり
に向けた社会福祉法」にある各項目（高齢者
施策・障がい者施策・子育て関係施策・生活
保護生活困窮者施策・社会福祉地域福祉）に
避難者(被災者)を組み入れ、より包括的な支
援制度を構築していくということも考えられる。

（復興庁）
・昨年の通常国会で成立した「地域包括ケアシステム
の強化のための介護保険法等の一部を改正する法律」
により、社会福祉法が改正され、平成30年4月より、住
民に身近な圏域において、地域住民等が主体的に地
域生活課題を把握し解決を試みることができる環境の
整備、地域生活課題に関する相談を包括的に受け止め
る体制の整備等を通じて、包括的な支援体制を整備し
ていくことが市町村の努力義務とされ ました。自治体に
おいて、住民が主体的に地域課題を把握して解決を試
みる体制づくりを進めるにあたり、福島県からの避難者
の支援を課題の一つとして取り組むことが可能となって
いる。
（県）
・通常の地域資源へのスムーズな移行が求められるも
のと考える。

復興庁、県

他事業・
制度と
の連携
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NO. 分野 分類 意見内容 会議当日の回答 今後の対応方針 回答主体

35
他事業・
制度と
の連携

事前

（千葉）福島県が福島県事業として、県外の支
援団体に優先的に取り組んでほしいと思われ
る事業があれば、具体的に示してもらうことが
あっても良いのではないか

・県外避難者が避難先で安心して暮らし、将来的に帰
還や生活再建につながるよう、相談、見守り、交流の場
の提供など、避難者のニーズに応じた支援団体の活動
経費の助成をしているところ。

県

36 会議

（福岡）このような会議で復興庁、県の思いを
聞けるので、機会を増やしてほしい。いろんな
団体に訪問して交流し、顔が見える関係作り
をしたいので旅費がほしい。

（浜田副大臣）以前は8団体だったので各地を
回ってこのような会議をやった。次回以降三菱
総合研究所で考えてもらいたい。現場を見な
がら会議を行うというやり方もある。
（連復）来年2月もしくは3月に5拠点が集まる、
支援者のケアについての勉強会を計画してい
る。

（復興庁）
・復興庁から三菱総研に委託している事業でのブロック
会議、県からふくしま連復に委託している事業、JCNに
委託している研修事業があり、これまで以上に主催団
体が緊密に連携を図り、顔の見える関係の構築、好事
例の共有など会議を有意義なものにしていきたい。
(三菱総合研究所)
・ブロック会議については、今回時間が短いとの指摘も
多く、午後半日開催でなく、前泊有りで全日開催として
現地の団体視察を組み入れる等を、来年以降の検討
課題とする。
(連復)
・今年度2月に開催企画している支援者ケアミーティン
グでは拠点訪問も組み込んだ。各拠点間の緊密な連
携については、次年度も研修や支援者ケアミーティング
の開催場所を各拠点訪問とセットで検討していきたい。

復興庁、三
菱総合研究
所、連復

37 会議
（宮崎）各拠点の好事例を共有する仕組み作
りをしてもらいたい。

（浜田副大臣）そういうセッションを設けて横展
開できるようにしたい。

（三菱総合研究所）
・次年度はブロック会議、定例会議、勉強会等の機会を
増やして、好事例共有の時間を設けることを検討する。
(連復)
・次年度も定期連絡会議や研修などを通して事例共有
の時間を確保していきたい。拠点の皆様にもクラウドシ
ステムのディスカッションの積極的な活用をお願いした
い。

三菱総合研
究所、連復

拠点団
体間の
交流・情
報共有
につい
て
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NO. 分野 分類 意見内容 会議当日の回答 今後の対応方針 回答主体

38

拠点事
業の今
後の見
通し

会議

（埼玉）いつまで、どこまで施策をしていただけ
るのか。生活再建支援拠点事業は年度事業
であるが、年～3年の期間がないと、先の見通
しが立たない。1年ではどういう風にすれば良
いかわからない。

（浜田副大臣）国としては5年の枠を設けてお
り、本事業は2020年まで資金を確保している。
2020年以降は次の議論となるが、福島県の
問題は終わっていないので引き続き続くと思
われる。
（吉野復興大臣）復興庁は平成32年度末に終
わるが、福島は残り3年で解決できる問題では
ない。復興庁廃止の後は仮称福島復興庁をつ
くっていきたいと考えている。被災者最後の一
人まで支援していく所存であり、大臣任期中に
その筋道をつけていきたいと考えている。

（復興庁）
・「復興・創生期間」における東日本大震災からの復興
の基本方針（平成28年３月11日閣議決定）で述べられ
ているとおり、「復興・創生期間」は、復興のステージが
進むにつれて生じる新たな課題や多様なニーズにきめ
細やかに対応してまいる。被災者支援については、避
難生活の長期化や恒久住宅への移転に伴う被災者の
心身の健康の維持やコミュニティの形成、生きがいづく
り等の「心の復興」など、復興の新たなステージに応じ
た切れ目のない支援を行う。
（県）
・単年度予算事業であるので、一定の制限はあるとこ
ろ。

復興庁、県

39

避難者
支援全
般に対
する国
や県の
姿勢

事前

（福岡）５年先など長いスパンでの避難者支援
に対する県のお考えを聞きたい。
国や県が、避難者支援についての目標をどの
ように定めているか聞きたい

（復興庁）
・同上
（県）
・避難生活の長期化により、避難世帯の課題は個別
化・複雑化していると認識している。正確な情報提供や
適切な相談対応等により、一日も早い帰還や生活再建
につながるよう必要な支援を継続していく。

復興庁、県
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６．その他 

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、団体から日々の課題意識を聴取し、会議での検討の参考とした。 

 

６．１ 支援団体における課題意識 

・県外自主避難者の帰還・定住に関する課題について、福島県事業の受託団体への意見照会

（ブロック会議事前アンケート）により把握・整理した。整理した結果は、前記のブロッ

ク会議に報告した。とりまとめた結果を次ページ以降に記す。 

・相談に関する主な意見としては、相談者の悩みがひとつではなく複雑化していること、深

刻な困窮者が増えていること、新たな相談者を掘り起こしにくいことが挙げられていた。 

・交流会に関しては、効果的な集客ができずに困っている団体が見受けられる。どのような

トピックやテーマであれば、どのような世代を集められそうか拠点間での情報共有をした

いという意見が挙げられていた。また、特に新たに支援エリアを広げた拠点では、そのエ

リアにどれだけの避難者がいるのか詳細を把握できずにいること、そのため情報提供の手

段が見つからないことが課題として挙げられた。 
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表 ６-１ 日常の相談等における課題・対応 

 
分野 具体的な意見 

住宅  公営住宅への入居が難しい人には、どう対応しているか。 
 住宅再建に関する様々な課題（保証人、資金、支援窓口、相談窓口）が多い。 

生活  複合課題（母子家庭で母親がメンタル課題・娘さんも離婚・孫がしょうがい者）を抱えている世帯に対する継続的な支援と
目指す姿が見えてこない。 

 母子家庭世帯の自立支援が課題。 
 母子避難世帯の経済的困窮対策が課題。 
 生活困窮者（生活保護受給者）からの相談。帰りたくてもお金が無くて帰れないという相談の対応に苦慮。 
 家計相談の方法。生活困窮者でない場合、家計相談の支援をどのようにしていくといいか。 

情報共有  東京都と連携して拠点事業を行っており、毎月の情報共有会議では社協、福島県駐在を交えて活動報告やケース検討なども
実施しているため、協力体制の中で課題解決している。 

 また、福島県の個別訪問では駐在がコミュニケーションすることで状況を確認し、必要な場合に支援員（臨床心理士、社会
福祉士）と共に訪問して専門的な把握を行っている。こうした動きと拠点が連携することで、スムーズな対応に繋がってい
る。 

地 方 自 治 体

等との連携 
 避難者に「県により、支援に差がある」と言われた。県ごとに、地方自治体の支援施策や支援団体の活動内容に違いがある
ことを理解してもらうのは難しい。福島県が福島県事業として、県外の支援団体に優先的に取り組んでほしいと思われる事
業があれば、具体的に示してもらうことがあっても良いのではないか。 

相談件数  拠点で待つだけではなく、積極的に訪問し支援することも少しずつ行っている。 
 相談電話が少ないのは、相談窓口拠点の案内が届いて無いか、見過ごされて認知度が低い。 
 相談電話を待つので無く、福島県の別事業で戸別訪問を申請し、避難者の要望や生活状況の把握を実施。しかし、避難者リ
ストが少ない為、訪問件数に限界。 

 避難生活の中での相談は、地域支援団体へ相談されているのか。ふくしま支援室に殆ど無く、電話が入る時は、帰還に向け
た事や緊急性の高い案件(年数件)。 

 繋がっている方の日常の相談はありますが、新しい方からの相談がない。 

体制  スタッフの人数が足りない。常勤体制ではないため、各関係機関との連携の難しさがある。書類の提出等、直接に相談業務
とはかかわらない業務も多いため、相談そのものに集中できる時間が少ない。 
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分野 具体的な意見 
相 談 へ の 対

応 
 専門的な知識のある相談などもあり、対応に困ったことがあった。具体的に言えば、避難元で身寄りのない親せきが亡くな
った。遺品整理に行ったら、通帳や保険の証書、国債などが出てきた。このままにして置くわけにはいかない。どうしたら
いいでしょうか？遠方へ避難している為、なかなか行き来できない。 

 深刻な内容の相談で、メール・電話・匿名で来ることがある。1 回の相談で終らせられない内容で、生活困窮や精神疾患を
持っているなどの要素も見受けられるが、フォローが難しく、また安易に来所相談をすすめることの危険性もある。行政・
支援機関との連携が必要だが、個人情報の壁がある。「避難者支援」だけでない連携先と信頼関係を作って行くことが課題。 

 相談支援室として、避難者との信頼関係を構築することが難しい。 
 来所者との日常の会話を通して困りごとを知ることが多い。最初から相談モードというよりは、会話の流れの中で相談され
るということも多いので、まずは傾聴することを心がけている。 

 相談者ご本人の自覚の有無に関わらず、精神的な問題を抱えておられる相談者さんで明らかに何らかの専門的なケアが必要
と考えられるケースでは、信頼できる臨床心理士さんへ繋げるようにしているが、相談者さんご本人が希望されない場合に
は何もできないことが多く、もどかしさを感じる。傾聴するだけでも気持ちが楽になって電話を終えられる相談者さんは多
いが、根本的な解決には向かっておらず、これだけの対応でいいのかと疑問に感じる。何か他にできる対応があれば知りた
い。 

 精神的に落ち込みが大きく子どもへのネグレクトが疑われる避難者の母親を行政の福祉窓口や地域の福祉団体に繋ぐのが
難しい。拠点事業では、そのような避難者からの相談を受けて対応するが、相談してくれる避難者は福祉に繋ぐことができ
るが、相談はなくて当方がその避難者の状況を察知して対応する場合は、福祉に繋ぐことが非常に難しい。そのような避難
者は、福祉に繋がることを拒否し、自ら動くことすら拒否することがある。 

 ご相談の内容が避難者特有のお悩みなのか判断が難しい。避難者特有のお悩みでないと考えられる場合でもそれをお伝えす
ることがいいことなのか判断が難しい。 

 生活困窮や家族崩壊など相談の内容が深刻になってきている。親身になって対応しているが、同じ相談者から毎日のように
連絡が入り対応が難儀だと感じてしまう。 

 交流会の際など、直接会える機会に個々に声掛けをして近況を伺うようにしている。避難者の方同士のつながりの中からも、
見守りが必要な方の情報が寄せられることもある。 

 生活保護の方への対応はかなり難しい。ケースワーカーとのやりとり、弁護士へのつなぎ、ほかの福祉との連携など、複雑
な構造となるため、避難者支援団体だけでは対応は無理だが、避難者支援団体はあくまでもインフォーマルな支援者である
ため、地域ケア会議などへのつながり方が脆弱。しかし避難者の中には、「被ばく・避難があったからこその生活困窮」とい
う認識の方もいるので、既存の行政やワーカーに話がわかってもらえず、かみ合わないことが多い。 

 ただ悩みを吐き出すだけでは解決できない、心や体のケアをしたうえでないと対応できないお悩みの相談者が最近特に声を
出し始め、専門家を必要とする相談が多くなったように感じる。 

その他  相談を受けるスタッフのスキル向上を他団体がどのようにしているかを知りたい。 
 「避難先に招いておいて、支援が切れるから自立しろというのはおかしいこと。最後まで責任持つべき」など、支援ありき
の方々に対する対応の在り方 
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表 ６-２ 交流会･相談会等の開催について 

 
分野 具体的な意見 

参加者数  新たに担当エリアとなった長野県での交流会実施場所や参加者確保が難しい。 
 参加者数は減ってはいるが、継続的に参加する人もいる。その方々こそ、支援が必要な方々だと思っているので、しっかり
とつながって見守っていきたい。 

 参加者さんの確保が難しい。何とか交流会に結び付けたいと思っても、支援を受けることに拒否的な方もおられ、どのよう
に支援に乗せていくべきか、難しさがある。 

 相談会を開いても参加する人が少ない、いない、ということは、避難者が普通の暮らしに戻っているという見方はできない
だろうか。 

 人数が少ない。参加者を増加させるのに、効果的な方法はないか？毎回、ほぼ新規だが、10 名、7 名、6 名なので総数自体
が少ない 

 できる限り広報に努め、生活相談に対応できる内容にしているが、参加者が少ない。 
 参加者が固定しつつある。 
 三重県での交流会を開催したいが、避難者情報が皆無の為、企画段階で行き詰まり状態。前年開催の説明交流会では参加者
ゼロ。県を経由した交流会案内チラシだけでは、反応無し。 

 困った人にどう手を差し伸べるか、どのような情報を提供すれば来てもらえるのか。内容に大きな変化がないため、参加を
躊躇してしまう人もいるのではないか。 

 当団体としては、常時開催している交流会を待っている人も少数ながらいるので、交流会の開催は必要と思われる 
 福島からＮＰＯ「未来会議」をよんで皆で話したら非常によかった。福島の人、栃木の人も参加できる。ただし、人集めが
大変 

 参加者の固定化と、減少の現状がある中、特定の日に参加するというより、相談したいときに相談するという、平素の相談
業務の重要性が考えられる 

他団体の情

報 
 交流会・相談会の会場が、開催日の 3 ヵ月前でないと予約が入れられず、開催決定が遅れる。ほかの団体は、どういった場
所で交流会・相談会を開催しているのか、聞きたい。 

 開催側にも、足を運んでもらえる工夫が必要だと思う。ほかの拠点の事例を伺いたい。 
 他の地域での交流会や相談会の実施事例を知りたい。どのような内容、相談体制（参加している専門家）で実施しているか。
また、参加者に好評だった交流会・相談会の内容があれば知れるとありがたい。 

 他の拠点ではどのような工夫をしているのか、知りたい。 
開催案内  交流会・相談会開催の情報が避難者に届いていない、届けられないケースがある。関西では、従来大阪弁護士会が中心とな

った支援団体の協議会が避難者向けの情報を集約し、地方自治体を通じて避難者に届けてもらっていた。しかし、資金不足
からその協議会が情報を毎月避難者に届けられなくなった。また、避難者に情報を届ける自治体が避難者の把握を怠り、大
量の避難者が情報を得られない事態となっている。 

 交流会のお知らせなどを受け付けてくれる自治体が減ってしまった。 
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分野 具体的な意見 
参加者の反

応 
 交流会の開催にあたっては、避難者の有志の方々に実行委員として企画から参加いただき、実行委員主催のコーナーを設け
るなど、避難者の主体的な活動の場となるようにしている。そのため、実行委員が各避難先地域で声を掛けたり、一度参加
した方が初参加の方と一緒に来たりするなど、毎回、新たな参加者がある。他の地域の集まりでつながっている人もいるの
で、誘い合ったりしている。 

 また、参加者は日ごろ自宅に引きこもっていても、交流会で皆さんに会うことで元気を出そうと思っている方が多い。 
 当団体が連絡先を持ち合わせていない（名簿にない）方には、東京都が毎月発行する定期便でも案内し、情報を届けている。
継続的に交流会を行っている中で初参加の方から「一人で心細い気もしたが思い切って参加して良かった」「また来たい」
などの声をいただいている。 

 参加者は少ないが、じっくりと話を聞く事ができ、問題がはっきり見える。 
 会場で応えられない相談については後日、しっかり返答を返すことで信頼関係を築くことができた。 

相談内容  避難者の持つ問題や悩みは、個別化、深刻化、複雑化している。相談会のようにオープンに場所で話せない、参加する時間
の余裕が無いなどの意見があった。 

 避難者の抱える問題・悩み・要望において、「最大公約数的」な、誰にでも役に立つ「支援策」というものが、もうない。 
 昨年、お会いした避難者の不安要素として最も多かったのが、健康問題(お子様・ご本人)で甲状腺検診を実施した交流相談
会を企画開催。当初見込みより、応募者は少なかったが、参加者全てから、甲状腺検診の継続希望を寄せられる。（福島県
指定病院は遠方で平日受診、半年先の予約で簡単に受診出来ない。 多少有料でも、近場で休日に受診出来るのは有難い。
との声。） 

県の報告内

容 
 こちらが要望したテーマでは報告をしてもらえず、昨年度とほぼ同様の内容で、新しい参加者が見込めにくいです。 
 どういう報告内容だと参加者が集まるか伺いたいです。 

その他  交流会の開催にあたって、食費が一人 500 円の予算では厳しい。 
 交流会で行う資料（「福島県の復興の現状と取組等について」など）による説明以外にも、いまの福島県の様子（写真など）
や、市町村による施策概要なども情報として持って来てほしい。 

 福島県の説明会を拒否される方が多い（交流会は出席するが、いまさら何もしてくれないでしょ） 
 交流会の在り方そのものについて協議したい 
 交流会の開催方法を改新すべく検討中です。 
 複数の県を担当しているが、これまで避難者支援がなされていない県もあり、そのような県で交流会を開催することでこれ
まで支援を受けていなかった避難者と会うことができた。震災から 6、7 年もたっているが、震災当時の吐き出しをそこで
初めてなされたことはよかったと思う。 
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表 ６-３ その他、最近の拠点事業の運営で困っていること、課題 

 
分野 具体的な意見 

来訪者数・相

談件数 
 拠点を訪問する避難者が少ない。 
 来訪者数が少ない。 
 待っているだけでは、相談件数は増えない。個別訪問など外に出ていきたいが、この事業でできないのがジレンマ。 
 甲状腺検診＆交流相談会を実施したが、申込者７世帯 20 名は、全て地域支援団体及び RSY ふくしま支援室より声を掛けた
避難者世帯。 

 避難者が気軽に拠点に来てもらえるような声かけや、イベントの内容を考えていきたい。 

体制  事業の仕様上、相談員が常時 1 名しかいない体制のため、以下のような問題を感じる。他の拠点ではどのような工夫をし
ているのか、知りたい。 

 相談の電話を受けたときの対応方針を常に独断で決めることになる。本来なら 2 名以上で意見を出し合って対応を決定し
た方が相談者さんのためにより良い対応ができると思っている。 

 重い案件を受けた相談員が一人で抱えることになり、なかなか荷下ろしできない。 

情報共有  （良かった点ですが）当団体では心のケア事業（アウトリーチ）との連携ができていること。相談の中で訪問が必要と判
断したケースは心のケア事業に繋げることが出来るため、厚く避難者さんのサポートを行うことが出来る。 

 避難者の情報が無く、固定化したコミュニティから外れた人達への支援は、待つだけである。 
 避難元の住民サービスについての問い合わせがあるが、避難元に問い合わせをしても、個人情報とのことで回答が得られ
ない。 

 行政サービスの情報をわかりやすく示してあるものがほしい。 
 別の避難先への転居を検討されている避難者さんに対して、拠点間の連携が難しい。 
 転居された方の消息を避難者の方や支援団体とすり合わせをしていますが、連絡が取れない方がいます。 

他拠点の情

報 
 ほかの拠点での事例を知りたい。 

情報収集  避難者の全体像が掴みにくい。効果的な情報収集方法はないか？ 
 提案事業の内容が変更になることが多く、情報提供が間に合わない事がある。 
 復興大臣が拠点を訪問された後、県の担当職員から県内の全ての自治体宛にメールにて、当拠点のことを案内いただいた
ことは、良かったと思う。従前と同様、福島県から避難者情報の提供がないので、直接的な声掛け、案内をする人が限ら
れてしまう。 

移転者への

サポート 
 転居や帰還によって、県外へ移転された方へのサポートについて、自団体での対応が難しくなるため、どのようにつない
でいけばいいか。 

 帰還や引っ越しの場合でも転送で情報が届くよう郵便を送っているが、連絡がつかなくなった方、もしくは不要とされた
方に対しては、自立の自己決定を尊重するようにしている。 

生活  高齢者の単身世帯へはアウトリーチの必要性が高まっている。 
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分野 具体的な意見 
就業  拠点事業の委託が年度更新になっており、避難者などを職員として雇用しているが、安定的な雇用ができない。複数年に

亘る委託契約にならないか。 

相談への対

応 
 生活保護や心のケアなど、専門的知識が必要な方からの電話対応の難しさ。 

避難者への

情報発信 
 他団体が発行している情報紙に相談交流会等のチラシを同封して広報していますが、その団体が事業を終了した後にどう
情報を届けるかが課題です。 

その他  今後、サロン等支援団体も規模縮小していくと思われるので、その後、自主運営する気にさせる方法はないか？ 
 市町村や市町村社協によって避難者に対する理解や、避難者支援への意識に差があること。 
 運営そのもの（資金） 
 避難先県担当課より配布頂いた案内チラシが、全避難者宅に届いているのか、或いは見過ごされたままなのか疑問。原発
被曝の不安からの避難であれば、問合せがあっても良いと思われる。RSY 独自で避難者宅連絡先を把握しているのは、岐阜
三重地区 110 世帯中 20 世帯未満。 

 担当が県域を越えているので、フォローが必要と感じた避難者が他県の場合、その避難者へのフォローを依頼できる支援
連携先を開拓するのが難しい。 
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６．２ 国や福島県への要望について 

・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（ブロック会議事前アンケート）により把握・整理した。

整理した結果は、前記のブロック会議に報告した。とりまとめた結果を次ページ以降に記

す。 

・どの拠点も今後の国や福島県の動きに関心があり、支援事業の位置づけがどのように変わ

るのか不安の声が聞かれた。 

・また、「避難者」としての支援から、定住や帰還に向けた社会福祉制度による支援への移行

の必要性とそのための地方公共団体との効果的な連携方法について、意見が挙がった。 
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表 ６-４ 自主避難者支援事業や被災者支援活動（国、福島県の事業）について 

 
分野 意見 

国・県への要

望 
 ５年先など長いスパンでの避難者支援に対する県の考えを聞きたい。 
 国や県が、避難者支援についての目標をどのように定めているか聞きたい。指針がなければ動かないというわけではない
が、国や県がどういう方向性を持っているか具体的なシナリオはどう設定しているのか、聞かせてほしい。 

 拠点事業を含め、今後の避難者支援の方向性（どういう支援を重点化／縮小していくのか等）が聞きたい。 

住宅  避難生活を送られている方々にとって、安心して、先の見通しを持つことができるような、具体的な支援策をお願いした
い。例えば、自主避難者の方の家賃一部補助は 1 年半後に終了となるが、経済的な自立が困難な世帯がある。また、福島に
帰還する方の支援策はあるが、定住される方の支援策がない。 

 先の国会で「住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律（住宅セーフティネット法）の一部を改正す
る法律」が成立し、住宅確保要配慮者に被災者も含まれています。このように被災者支援を目的に法律に位置付けられて
いることがあると思います。それらが実態としてどのように活用されているかの検証が必要かと考えます。 

医療・健康  甲状腺検診を実施して、判明した点；自主避難者の子供の甲状腺検診は行われているが、大人や福島県外の避難者(子供と
親)には、検診制度が無い。今回初めての受診８名。検診者 13 名中 1 名 A1 判定(異常なし)、12 名が A2 判定(要観察)。避
難者に対する診療制度の見直し、充実が求められる。定期的な検診制度が必要。（検診指定病院の拡大、自主避難者への検
診制度確立） 

生活  自主避難者で、「経済的に苦しいが事情があり働けない方」の話を聞くことがある。生活困窮者に対する支援について、国
や県の方針を聞きたい。 

 生活困窮者の最終的な支援制度は生活保護となるが、生活保護までいかずに生活が苦しい避難者、制度のすき間にいる避
難者に対する救済制度が何かあるとよい。 

 現在、自立に遠い方々が残っている傾向にある。そういった方々は、支援が当然であるという考え方や、生活困窮、病気・
高齢などで自分の力では自立が難しい人（そもそも生活支援が必要な方々）が目立つ。どこまで支援するのか、自立を促す
手立ては・・・？ 

情報共有  南相馬市やいわき市に尋ねると、避難先は把握しているとの回答があることから、復興庁が指示をだせば、避難元自治体
のデータをとりまとめて相談拠点に出すことは物理的に可能ではないかと考える。復興庁や事業統括団体にはいち早く取
り組んでもらうことを希望する。 

 2 年が経過する中で、避難者の情報収集策や直接、情報を届ける方法はないか？ 
 自主避難者は、転居に伴う避難者情報システムへの登録漏れや避難先自治体の避難者としての認識不足により支援情報が
届かなくなりつつある。将来的には、避難の解除によりそれらの避難者が増加する恐れがあり、支援情報の提供方法を早
急に検討する必要がある。 

 前年度で住宅支援が打ち切りになり、福島に帰還されていない方が転居されたとき「全国避難者情報システム」への登録
をしていない。繋がっている方は県市町の配布以外にも個別でご案内していますが、情報が手元に届いていないとの声が
多い。帰還しないから福島県から見放されたと思っておられるようです。 
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分野 意見 
自治体等と

の連携 
 「困窮者自立支援事業」への繋ぎが少しずつでてきているが、各自治体での取り組みに温度差がある。 
 都道府県にある生活困窮者の相談窓口との連携が必要だと思う。研修を一緒にしたり、ケース会議に加わってもらっ
たりすることが、これからは特に必要になっていくと思う。 

 3 月の借上住宅無償提供終了に伴って、避難者登録から外され、「避難者」として数えられない避難者が増加している。
その生活状況は変わっておらず、今後、より一層公的支援を必要とする避難者が増えることが予想される。埼玉県拠
点では県内関係部局との連携強化などに取り組んで対応に努めているところである。しかし、これは全国の各拠点の
共通課題であると思われるため、ネットワークを活かしての取組や対策が必要だと考える。本生活再建支援拠点事業
は避難者支援ネットワークとして非常に貴重な存在であるのだから、復興庁、事業統括団体にはぜひ率先してこのネ
ットワークが有効に機能するような取組を検討してほしい。 

 震災発生直後に支援活動を共に行った団体と、疎遠に成りつつあることが気になっている。来年の３月１１日に向け
て支援団体との協働事業を企画したいので、他の拠点の取組や事業の情報が欲しい。 

 避難先の地域資源に繋ぐ、連携するといったことがスムーズに実施できない理由の一つとして、避難先の地域資源と
呼ばれる組織等において、原発事故避難の複雑さについて理解されていないことが挙げられる。これだけ広域、長期
に渡った避難者支援は前例がなく、災害救助法や特措法など災害時の緊急対応では対処しきれないケース（生活困窮
者、障がい者、高齢者等）が避難者支援と社会福祉の狭間で行き場を失っている。今後起こり得る災害対策という観
点からも、避難者(被災者)支援から地域資源によるサポートや社会福祉へスムーズに移行できる仕組み作りのため、
通常の社会福祉の中に避難者(被災者)支援を含むような法的措置が必要と考える。一つの方策として、厚労省の「我
が事・丸ごとの地域づくりに向けた社会福祉法」にある各項目（高齢者施策・障がい者施策・子育て関係施策・生活
保護生活困窮者施策・社会福祉地域福祉）に避難者(被災者)を組み入れ、より包括的な支援制度を構築していくとい
うことも考えられる。また、その際には相談員のコーディネート力が必要となるかと思われる。生活再建支援拠点相
談員のスキルアップという意味も含め、今後はコーディネート力を培うような研修も重要となってくる。現時点にお
いては、宮城県サポートセンター支援事務所の取組や、栃木県社協の社協コミュニテーワーカー向け黒子読本などが
参考になると思われる。 

相 談 へ の 対

応 
 相談を寄せた自主避難者の帰還しない(できない)理由は、放射線量だけではなく、他の理由(家族の問題・生きづらさ等)
が根底にあることが、相談を通して見えてくる。 

 避難元で持っていたコミュニティや資源が無くなってしまった人達に、今後、避難先で新たな社会的資源を作っていくこ
とが重要になってくると思う。傾聴や情報提供をするが避難者自身が選択すること、納得が必要で、避難者の自主性に任
せるが、時間が経過しても解決しないケースがある。 

 相談室に持ち込まれる深刻で重要な避難者の問題は、複雑な、正解のない問題で、相談対応も難しさを感じている。 
 避難者の相談では、健康や財産、家庭環境などセンシティブな情報を伺うことになる場面が多い。また、相談員に専門知識
があってもなくても、その個人の裁量の中で対応している現状がある。 

 こうした情報は個人情報保護法の改正で定義された「要配慮個人情報」に該当し、法人格のある無しに関わらず情報の取
扱いは遵守義務になった。 

 今後の避難者支援において、支援者間の連携のためには、情報の取扱いの共通ルールや統一的対応を検討する必要がある
と感じている。 
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６．３ 「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県外での説明会・交流会に加えて、今年度、一般公開向け

情報提供サイトが福島県への帰還情報提供を対象としたことを踏まえ、福島県内で開催される

被災者支援の交流会を視察し、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

て把握し、第 2 回会議の運営の参考やウェブサイト構築のコンテンツとした。視察した説明会・

交流会は下表のとおりである。 

 

表 ６-５ 視察した説明会・交流会（平成 29 年度） 

日時 地域 受託団体名・イベント名 参加者数 

6 月 24 日（土） 
12:00-16:00 

東京都 

特定非営利活動法人医療ネットワーク支援セン

ター 
「県外避難者交流会「第 43 回 こっちゃ来たら

いいべぇ in 東京」」 

約 120 名 

8 月 27 日（日） 
18:30-20:30 

福島県 
一般社団法人ヴォイス・オブ・フクシマ 
「歌声喫茶 in 福島県川内村」 

約 10 名 

10 月 29 日（日） 
9:00-17:00 

北海道 
特定非営利活動法人北海道 NPO サポートセン

ター 
「ブラ歩き北海道☆福島を知るツアー」 

約 20 名 

12 月 14 日（木） 
10:30-12:30 

福島県 
特定非営利活動法人ビーンズ福島 
「写真教室 in みんなの家セカンド」 

23 名 

平成 30 年 
2 月 24 日（土） 

10:00～12:00 
埼玉県 

埼玉広域避難者支援センター 
「説明･相談会」 

避難者 4 名、

関係者 13 名 

 

 

 

図 ６-１ 埼玉広域避難者支援センター開催の説明・相談会の状況 

（これ以外の説明会･交流会視察先の状況は、ウェブサイトの事例紹介を参照） 
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７．今後の課題 

本事業を通じて得られた知見等を基に、今後の県外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。 

 

７．１ 県外避難者支援全般と行政の役割について 

・避難生活の長期化、仮設住宅提供の終了など、避難者を取り巻く環境変化の中、生活上などの

課題が深刻化しているケースが多く見られる。また、避難生活の中での貧困の問題や母子家庭

の問題など、避難者以外でも社会課題として取り上げられる問題も多く、特に県外避難者の場

合には、これらの課題に対する行政上の対応主体が明確でないなどの問題も生じている。 

・一方で、県外避難者の周囲の市民は、東日本大震災の記憶が風化し、避難者への手厚い対応は

反感を買うケースも有るなど、行政の対応も難しさを増している。 

・非日常である震災からの復旧･復興から、日常の社会への円滑な移行も求められており、国、自

治体としてもこれまでの被災者対応の施策から、一般の社会福祉、医療、教育などの施策も活

用しつつ、避難者への抜けの無い対応などを検討する必要がある。 

 

７．２ 本事業及び福島県事業による県外避難者支援について 

・福島県事業では、全国に受託団体を置き、自主避難者のみならず、県外避難者全般に対して支

援を行う仕組みが初めて整えられた。しかしながら、現在の受託団体の把握する避難者は、県

外避難者全体の一部に過ぎず、今年度業務のブロック会議でも、国や自治体の持つ避難者リス

トの、受託団体との共有方法が大きな議論となった。現在関係者で進めている避難者リストの

共有方法の検討を第一歩に、全国の避難者全てに必要な支援のための情報や支援の手が届くよ

うにしていく必要がある。 

・本事業及び福島県事業の中で、受託団体の課題･悩みが収集された。相談内容の深刻化の中で自

らのスキル向上を図りたいとの要望が多く見られた。また、避難者が広域に移動するようにな

っており、受託団体間での情報交換や連携が必須との声も見られた。さらには、現在の県外避

難者支援活動が単年度予算の中で進められ、避難者支援という息の長い事業には不適ではない

かという意見も寄せられた。 

・震災後 10 年が迫り、国や自治体による、被災者、支援団体等への支援施策の終了も予想される

中、自治体の通常の社会福祉施策等への取り込みや、それでカバーできない避難者特有の課題

については継続的な支援制度を設立するなど、今後の継続的な対応のための制度検討に取り掛

かる必要がある。 

・そのためにも、本事業や福島県事業の中で、避難者、支援団体等の声を汲み取り、新たな制度

設立に活かして行く必要がある。 

・その意味で、福島県事業の中で、受託団体に寄せられる避難者からの相談内容や意見は、貴重

な情報となるはずであり、そうした情報の分析･活用方法等も検討を進める必要がある。 
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図 ７-１ 避難者･被災者を取り巻く環境と課題の変化、必要な対応のイメージ 

 

７．３ 本事業による県外自主避難者への支援情報収集・提供について 

・今年度事業で一般公開用情報提供サイトを開設し、情報提供を開始した。しかしながら、例え

ば交流会・相談会情報は本事業の受託団体のものに限られる、支援団体情報も受託団体と行政

のものが中心であるなど、提供情報内容はまだ限定されている。自主避難者以外の県外避難者

も含め、同サイトをそこにくればあらゆる情報へのアクセスが可能となるワンストップ窓口と

することが将来的な目標であり、そこに向けて情報充実を急ぐ必要がある。 

・そのために、国や福島県、国や県の他の被災者支援事業に関る団体、民間の支援団体ネットワ

ーク等と関係を密にし、支援に係る情報の相互共有を進めることにより、情報量を増加するこ

とが必要である。 

・また、情報が提供されてもアクセスされなければ目的は達成されず、アクセス数の増加を図る

必要がある。上記のような他団体との相互リンクや、紙媒体等からの誘導などを拡大する必要

がある。 

・一方で、全ての人が PC のインターネットの情報サイトから情報を入手できるわけではなく、

多様なアクセス手段の確保も今後は必要である。全く情報機器の利用が難しい層には受託団体

のフェース･トゥ･フェースの支援で対応するという切り分けが必要と考えるが、それ以外の層

のアクセス環境を充実するために、普及の進むタブレット･スマートフォン対応や、外国語対応

等を進めていく必要がある。 

 

７．４ 本事業による避難者支援団体への支援情報収集･提供について 

・今年度事業では、受託団体を含め支援団体等への情報提供は、一般公開用情報提供サイトに一

本化し、支援団体にも同サイトを閲覧頂くという形とした。しかしながら、今後、支援団体に

対する支援機能を強化するため、福島県事業のクラウドシステムとの役割分担は考慮しつつ、

支援団体の利用ツールとしての同サイトの有効活用を進めて行く必要がある。 

・当面、福島県事業の受託団体の情報提供のための情報発信スペースをサイトに設け、避難者と

受託団体を結ぶ発信ツールとして活用頂くことが考えられる。さらに、支援団体と避難者の双

方向のコミュニケーションの場としてサイトを拡張して行くことも考えられる。 

・最終的には、避難者の支援にあたる行政、支援団体、支援したい意向を持つ市民、避難者等の
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エコシステム（生態系）を構築していく中心に、このサイトが位置付けられることが望まれる。

一方で、内容を充実させるとともに利便性を向上させ、自然とエコシステムの中心に位置する

ようになる必要がある。 

 

７．５ 本事業による受託団体等の会議開催について 

・今年度事業での会議開催は、福島県事業による 2 回の定期連絡会議の中間での、ブロック会議

という形で開催された。同会議では、受託団体の上半期の活動の中での課題等を振り返り、他

の受託団体との意見交換や、国や県に対する要望等を出す中で、その改善に向けた糸口を探る、

というような形で議論が展開された。会議後のアンケートでは、国や県に要望を聞いてもらえ

たという部分に対する満足感は高かったが、関係者でもう少し今後の具体的な対策について検

討をしたかったという意見や、他の団体が何をやっているのか知りたかった、時間がもう少し

ほしかった等の意見が寄せられた。 

・関係主体間の連携や、行政の施策や制度への落とし込みは今後の重要課題であり、それに結び

つくような会議の運営が望まれる。具体的には、県事業における連絡会議や各種研修と一層の

連携した一体的なプログラム構成、受託団体の相互訪問等による団体間の連携の深化、共通の

課題を抱える拠点が集まっての集中的な議論・検討の実現などを進めて行く必要があると考え

られる。そのために、現在半日開催の会議を全日化する等も有効であると考えられる。 



参考資料 

（ブロック会議資料）





―県外自主避難者支援体制強化事業― 

―福島県県外避難者への相談・交流・説明会事業― 

福島県県外避難者支援に関する情報共有・意見交換会 

ブロック会議（首都圏ブロック） 
 

 

日  時：2017年 11月 8日（水）13:30-17:00 

場  所：フクラシア八重洲 E会議室 

東京都中央区八重洲 2-4-1 

ユニゾ八重洲ビル 3階 

議 事 次 第 

 

開 会（13:30） 

・挨拶（復興庁）（13:30-13:35） 

 

 

１．議 事 

 

第一部 

（１）行政からの情報提供（復興庁、福島県）（13:35-13:55） 

 

（２）本事業の実施状況の共有（ふくしま連携復興センター）（13:55-14:10） 

 

（３）避難者情報提供の方針と個人情報の共有と管理について（福島県、医療ネットワーク支
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（４）避難者の個別課題への対応について（復興庁）（14:50-15:05） 

 

（５）事前アンケートの結果について（MRI）（15:05-15:25） 

 

（休憩 15分） 
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（７）事務連絡（16:55-17:00） 

 

閉 会（17:00） 
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配布資料一覧 
 

議事次第 

席次表 

出席者名簿 

 

資料１：「被災者生活支援等施策の推進に関する基本的な方針」に関する施策とりまとめ   

    （復興庁法制班） 

資料２：福島県からの避難者への支援に向けた生活再建支援拠点との連携について 

    （復興庁法制班） 

資料３：被災市町村の復興状況ＭＡＰ（復興庁法制班） 

資料４：平成３０年度被災者心のケア対策 概算要求案の概要（復興庁医療福祉班） 

資料５：福島県における精神保健関係相談窓口一覧（福島県障がい福祉課） 

資料６：東日本大震災・避難者支援情報提供サイトの公開について（復興庁ボランティア班） 

資料７：各団体の避難者数把握状況（ふくしま連携復興センター） 

資料８：本事業上半期の振り返り（ふくしま連携復興センター） 

資料９：平成２７年度避難者意向調査における個人情報提供同意件数等（福島県避難者支援課） 

資料10：個人情報保護の対応（医療ネットワーク支援センター） 

資料11：生活保護を受給している県外避難者の引越し費用に係る取扱いについて（復興庁ボラン

ティア班） 

資料12：被災した児童生徒に対する就学支援等について（復興庁文部科学省担当） 

資料13：被災家屋等解体について（復興庁環境省担当、原子力災害復興班企画調整担当） 

資料14：民生委員・児童委員必携 第61集（全国社会福祉協議会 ボランティア班より提供） 

資料15：より丁寧な支援活動を目指して 広域避難者支援マニュアル（新潟県精神保健福祉協会 

ボランティア班より提供） 

資料16：事前アンケートの結果について（三菱総研） 

資料17：平成29年度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）採択事業一覧

（福島県） 
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資料３ 

 

被災市町村の復興状況ＭＡＰ 
 

 

○ 南相馬市（小高区） 

○ 川俣町（山木屋地区） 

○ 飯館村 

○ 浪江町 

○ 葛尾村 

○ 富岡町 

○ 楢葉町 

 

 

※平成 30年２月更新版 

（年度末時点の最新版を掲載） 
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各団体の避難者数把握状況 2017.11.27時点

都道府県 市町村 その他

秋田県 0
秋田県庁より送付。

青森県 0
青森県庁より送付。

岩手県 0
岩手県庁より送付。

山梨県
368名

(124世帯)

各市町村経由で交流会情報等を郵送。時間がない場
合は拠点から直接郵送することもあり。

長野県 0
交流会情報は開催地の市役所に依頼し、全世帯配布
資料を配布

石川県
22世帯
（60名弱）

金沢市、七尾市

富山県
9世帯
（26名）

高岡市

福井県
2世帯
（6名）

岐阜県
13世帯

（41名＋α）

三重県
5世帯

（8名＋α）

滋賀県 0
滋賀県より送付。

京都府
321名

（全体462名）

京都府より送付。今年度より京都府の委託事業にて
名簿を所持。

大阪府 0
大阪府より各市町村へ。 大阪市のみ送付不可。大阪市社協が把握している一

部の避難者にのみ送付。

兵庫県 0 兵庫県より送付。

奈良県 0 奈良県より送付。

和歌山県 0 和歌山県より送付。

広島県
157名

(全体342名）

広島県より送付。 震災後からこれまでの活動を通してつながった会員へ
直接情報提供。

島根県 0
島根県より送付。

山口県 0
山口県より送付。

愛媛県
15世帯

（全体24世帯）

愛媛県より送付。

徳島県
5世帯

（全体8世帯）

徳島県より送付。

香川県
8世帯

（全体16世帯）

香川県より送付。

高知県
6世帯

（全体8世帯）

高知県より送付。

福岡県 0
福岡県より送付。 福岡市より送付。

佐賀県 0
佐賀県に資料配架。郵送はしていない。 佐賀市、鳥栖市に資料配架。郵送はしていない。 行政担当窓口訪問を定期的に実施。

長崎県 0
長崎県に資料配架。郵送はしていない。 長崎市、諫早市、佐世保市に資料配架。郵送はして

いない。
行政担当窓口訪問を定期的に実施。

熊本県 0

熊本市に資料配架。郵送はしていない。 行政担当窓口訪問を定期的に実施。
熊本地震の影響で、熊本県の対応が不可。福島県か
ら熊本県内に避難している方の安否確認の際に、福
島県大阪事務所が把握した名簿をもとに郵送実績あ
り。

宮崎県
8件

（全体144件）

宮崎県より送付。 ※全体数については2012～2013年のデータ。

大分県 3件
大分県より送付。 昨年度と今年度の交流会等で取得。

鹿児島県 1件
鹿児島県から各市町村へ。 昨年度と今年度の交流会等で取得。

拠点把握
避難者数

9世帯

25件

0

50件

600世帯

0

570世帯

20名

広報手段

北海道庁より委託事業を受けている広域避難者支援
アシスト協会を通してダイレクトメールを送付。

復興庁事業時の名簿105世帯は現在活用していな
い。9世帯はアンケート調査やツアー参加者。

千葉県内９市町（館山市、習志野市、木更津市、市原
市、富津市、南房総市、酒々井町、栄町、富里市）より
送付。

福島県内７市町村（富岡町、川内村、大熊町、双葉
町、浪江町、飯館村、いわき市）は仙台市の（株）フェ
イスを通して避難者世帯に送付。６市町（福島市、川
俣町、田村市、相馬市、南相馬市、楢葉町）は役場か
ら避難者世帯に送付。

茨城県内各市町村を通して交流会情報などを提供。

下野市、鹿沼市から郵送している

高崎市、前橋市、渋川市で避難登録数は把握。ただ
し古い名簿なので、郵送物が戻ってくる数が増えてき
ている。戻ってきた名簿（もうそこに避難者が住んでい
ないのか）を消すこともできなく困っている、と高崎市。

埼玉県内１２市町（鶴ヶ島市、狭山市、秩父市、伊奈
町、鴻巣市、新座市、和光市、羽生市、所沢市、入間
市、ふじみ野市、蓮田市）及び県住宅供給公社は避
難者へ郵送または訪問時に手渡し。２２市町（加須
市、川越市、坂戸市、鳩山市、毛呂山町、富士見市、
寄居町、行田市、吉川市、飯能市、本庄市、日高市、
戸田市、三芳町、越生町、桶川市、滑川町、松伏町、
神川町、川島町、越谷市）及び春日部市総合福祉セ
ンターへ広報物郵送。

埼玉県労働者福祉協議会より引き継ぐ形で「福玉だよ
り」送付の目的のみで名簿取得。

2015年まで活動していた「とちぎ暮らし応援会」の名簿
を継続的に所持。

23
特定非営利活動法人
えひめ３１１

19 関西広域避難者支援センター

20
一般社団法人
ほっと岡山

特定非営利活動法人
北海道NPOサポートセンター

2
特定非営利活動法人
あきたパートナーシップ

9
特定非営利活動法人
ちば市民活動・市民事業サポートクラ
ブ

10
特定非営利活動法人
医療ネットワーク支援センター

7 ぐんま暮らし応援会

8
特定非営利活動法人
埼玉広域避難者支援センター

5
茨城県内への避難者・支援者ネット
ワークふうあいねっと

6
認定特定非営利活動法人
とちぎボランティアネットワーク

3
一般社団法人
みやぎ連携復興センター

4

受託団体名

1

千葉県からは送付していない。

なし

復興支援員事業にて福島県より名簿受け取っている

350件

420名
(全体470名）

159名

84名

復興支援員事業にて福島県より名簿受け取っている

埼玉県からは送付していない。

静岡県

本事業を通して富山県庁・福井県庁を訪問し協力を
依頼。各県庁より避難者への情報提供を実施。

特定非営利活動法人
山形の公益活動を応援する会・アミル

新潟県

静岡県より交流会等の情報を避難者へ郵送。

26
特定非営利活動法人まちなか研究所
わくわく(運営：福島避難者のつどい沖
縄じゃんがら会）

16 愛知県被災者支援センター

13
東日本大震災・山梨県内
避難者と支援者を結ぶ会

14
一般社団法人
石川県災害ボランティア協会

11
特定非営利活動法人
かながわ避難者と共にあゆむ会

12 新潟県精神保健福祉協会

21

17
認定特定非営利活動法人
レスキューストックヤード

18 特定非営利活動法人　和

15 静岡県臨床心理士会

24
被災者支援
ふくおか市民ネットワーク

25
『うみがめのたまご』
～3.11ネットワーク～

22

仙台市の協力により、避難者への交流会情報などを
提供。

社協より、避難者へ交流会情報などを提供。

借り上げ住宅登録数は把握 山形県内各市町村を通して交流会情報などを提供。 他団体の発行している広報誌への掲載も実施。
（復興ボランティアセンター）

基本は拠点から直接郵送。今年度に提案事業でアン
ケート調査をしたが、その際は政令指定都市に郵送を
依頼。　※全体は被災3県の合計。

都道府県

東京都

神奈川県

北海道

宮城県

山形県

茨城県

栃木県

群馬県

埼玉県

千葉県

岐阜県庁・三重県庁への協力を依頼。避難者への情
報提供を実施。

※各自治体からと拠点から二重に送付されている避
難者もあり。

基本は各市町村経由で郵送。 避難者名簿を元に拠点から直接郵送、電話をする場
合もあり。また、稀に県に依頼することも。

東京都より送付（1900件）。

沖縄県

とっとり震災支援連絡協議会

岡山県より送付。
岡山県

鳥取県

580名
(217世帯)

0

26世帯
（全体52世帯）

鳥取県内においては、鳥取県事業を受託しているとっ
とり震災支援連絡協議会を通して情報提供。

沖縄県より送付。 団体の会員宛にメーリングリスト等で直接情報提供を
実施。
H29年3月の応急仮設住宅供与終了に伴い、住所変
更があった方の情報を精査。

愛知県

ひろしま避難者の会「アスチカ」

80世帯

愛知県事業として実施している「愛知県被災者支援センター」へ協力依頼し実施している。
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広域避難者全国相談月別報告書【福島県内からの避難者】 2017/04/01-2017/09/30 955 件

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計

2016年度 9 16 83 175 159 204 203 217 167 202 192 176 1,803

2017年度 93 123 186 185 148 217 952

2,755

A地域（北海道を除く東日本＋首都圏） 314 件
B地域（北海道＋西日本） 638 件

相談件数

定住
32%

帰還
8%未定

43%

不明
9%

その他

8%

【グラフ1.3】■定住・帰還

前年度との

件数比較

（福島県内

からの避難
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19%

【グラフ1.5】■相談内容
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【グラフ1.4】■定住・帰還2016年度

生活

11%

住宅
39%

子育て

5%
教育環境

1%

健康
6%

金銭
3%

人間関係
3%

ADR
1%

賠償

1%

支援策

11%

その他
19%

【グラフ1.6】■相談内容2016年度
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【グラフ1.7】定住・帰還・未定推移

２０１６年４月～２０１７年９月
定住 帰還 未定 不明 その他

男性
30%

女性

70%

【グラフ1.1】■性別
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5% 30代
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60代
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70代
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【グラフ1.2】■年代別
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広域避難者全国相談月別報告書【福島県内からの避難者】 2017/04/01-2017/09/30 955 件

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計

2016年度 9 16 83 175 159 204 203 217 167 202 192 176 1,803

2017年度 93 123 186 185 148 217 952

2,755

A地域（北海道を除く東日本＋首都圏） 314 件
B地域（北海道＋西日本） 638 件

■避難先自治体別相談受付数
2016 2017

1 北海道 21 19
2 秋田拠点 青森県 3 20
3 秋田県 5 6
4 岩手県 5 2
5 宮城県 27 23
6 山形県 94 53
7 茨城県 25 13
8 栃木県 19 7
9 群馬県 57 23

10 埼玉県 61 20
11 千葉県 34 3
12 東京都 115 39
13 神奈川県 115 35
14 新潟県 27 66
15 石川拠点 富山県 11
16 石川県 43 7
17 福井県 14 1
18 山梨県 55 25
19 長野県 3
20 静岡県 128 77
21 愛知県 170 75
22 岐阜三重拠点岐阜県 7 4
23 三重県 2 1
24 京都拠点 京都府 128 65
25 滋賀県 7
26 大阪拠点 大阪府 32 9
27 兵庫県 19 5
28 奈良県 5
29 和歌山県 1
30 鳥取県 9
31 岡山県 11 41
32 島根県 6 34
33 広島県 16 3
34 山口県 4
35 徳島県 5 2
36 香川県 14 10
37 愛媛県 36 31
38 高知県 1 2
39 福岡県 141 91
40 佐賀県 16 1
41 長崎県
42 熊本県 4
43 大分県 5 11
44 宮崎県 58 17
45 鹿児島県 7
46 沖縄県 196 89

合計 1750 853

宮崎拠点

広島拠点

愛媛拠点

福岡拠点

相談件数

前年度との

件数比較

（福島県内

からの避難
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浪江町
6%

双葉町
1% 富岡町

6%

楢葉町
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大熊町
2%
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8%

【グラフ2.2】避難元市町村
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【グラフ2.3.】A地域
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【グラフ2.4】B地域
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【グラフ2.1】避難先自治体別相談受付数

２０１６年度/２０１７年度上半期比較

受給中

25%

申請中
9%

対象外

34%

申請せず

7%

不明

22%

その他

3%

【グラフ2.5】■民賃家賃補助利用状況

有

72%

無

3%

辞退

1%

不明

24%

【グラフ2.6】■避難者登録の有無
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広域避難者全国相談月別報告書【福島県内からの避難者】【福島県以外からの避難者】 2017/04/01-2017/09/30 152 件

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計

2017年度 5 25 36 24 30 32 152

相談件数

有
47%

無
15%

不明
38%

【グラフ3.2】■避難者登録の有無【福島県以外】
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【グラフ3.1】■福島県以外からの避難者
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【グラフ3.3】福島県以外からの避難者の相談が寄せられる

拠点の件数内訳
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資料９

福島県避難者支援課

（Ｂ）
うち、個人情報
提供同意数（Ｃ）

回答割合
（Ｂ／Ａ）

同意割合
（Ｃ／Ｂ）

1 北海道 531 135 82 25.4% 60.7%
2 青森県 122 38 23 31.1% 60.5% 【基本的事項】

3 岩手県 230 51 32 22.2% 62.7% ・氏名、性別、生年月日

4 宮城県 2,536 621 346 24.5% 55.7% ・避難先住所

5 秋田県 257 70 42 27.2% 60.0% ・避難元住所

6 山形県 1,237 364 197 29.4% 54.1%
8 茨城県 1,869 516 320 27.6% 62.0%
9 栃木県 1,021 273 174 26.7% 63.7% 【回答内容】

10 群馬県 476 120 74 25.2% 61.7% ・避難理由

11 埼玉県 2,105 504 292 23.9% 57.9% ・現在の居住形態

12 千葉県 1,618 384 240 23.7% 62.5% ・健康状況

13 東京都 3,123 751 475 24.0% 63.2% ・就労希望

14 神奈川県 1,655 449 277 27.1% 61.7% ・不安なこと、困っていること

15 新潟県 1,460 395 264 27.1% 66.8% ・今後の生活予定

16 富山県 80 11 7 13.8% 63.6% ・帰還や生活再建のために

17 石川県 120 33 21 27.5% 63.6% 　必要な支援内容

18 福井県 50 11 10 22.0% 90.9%
19 山梨県 220 40 29 18.2% 72.5%
20 長野県 247 66 39 26.7% 59.1%
21 岐阜県 71 23 12 32.4% 52.2%
22 静岡県 287 81 51 28.2% 63.0%
23 愛知県 279 84 53 30.1% 63.1%
24 三重県 58 14 9 24.1% 64.3%
25 滋賀県 64 13 7 20.3% 53.8%
26 京都府 203 39 23 19.2% 59.0%
27 大阪府 282 65 35 23.0% 53.8%
28 兵庫県 195 34 19 17.4% 55.9%
29 奈良県 33 4 3 12.1% 75.0%
30 和歌山県 16 4 2 25.0% 50.0%
31 鳥取県 38 10 8 26.3% 80.0%
32 島根県 38 14 9 36.8% 64.3%
33 岡山県 121 19 15 15.7% 78.9%
34 広島県 108 25 14 23.1% 56.0%
35 山口県 23 5 2 21.7% 40.0%
36 徳島県 8 3 2 37.5% 66.7%
37 香川県 15 2 1 13.3% 50.0%
38 愛媛県 37 5 2 13.5% 40.0%
39 高知県 19 3 2 15.8% 66.7%
40 福岡県 122 34 21 27.9% 61.8%
41 佐賀県 35 7 7 20.0% 100.0%
42 長崎県 40 8 5 20.0% 62.5%
43 熊本県 48 4 2 8.3% 50.0%
44 大分県 42 6 5 14.3% 83.3%
45 宮崎県 48 10 5 20.8% 50.0%
46 鹿児島県 47 17 8 36.2% 47.1%
47 沖縄県 210 74 52 35.2% 70.3%

21,444 5,439 3,318 25.4% 61.0%合計

主な提供情報
（予定）

平成２７年度避難者意向調査における個人情報提供同意件数等

調査対象数
（Ａ）

回答数 参考

参考54



相談事業における避難者との
より良い関係づくりのために・・・・・

個人情報保護の対応

２０１７年11月

認定個人情報保護団体 医療ネットワーク支援センター

福島県県外避難者の支援に関する情報共有・意見交換会 ブロック会議

誰かが（担当者が）やればいい・・・？

誰のため？ 何のため？

相談支援事業は

参考55
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相談事業

◆相談事業の目的は

県外に避難されている避難者が抱える課題を

解決に導くための支援事業

◆受け付ける相談内容は

暮らしの相談のなかでも、取扱いに配慮が必要となる

健康、介護、財産等内容

◆対応として専門機関等への情報提供

受け付けた相談によっては第三者（専門機関等）への情報提供

誰かが（担当者が）やればいい・・・？

善意は必ずしも善行にならず

現時点では各団体に対し相談事業は任意管理
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避難者情報をもらえない
ので支援が・・

個人情報保護は難しいので
対応はどうしよう

相談を受けても個人情報
を提供してもいいか

相談を受けても
情報が正しいかわからない

私個人の判断が正しいのかな

こっちが支援してほしい

支援者

支援団体の個人情報の
管理が心配

個人情報について
支援団体の監督は
どうすれば？

避難者に
理解と同意を得るには？

個人情報を提供する際に
制限が必要か

自治体

個人情報の提供・受信の
記録はどうするか
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避難者 私の個人情報の重要性
をわかっているかな

誰かに言われると困る

相談ではなく誰かに
聞いてほしいだけなんだ

けど

相談者はいい人と思うけ
ど信頼していいかな

避難者
支援者

自治体

個人情報保護法と個人情報保護条例

民間全事業者
個人情報保護法

地方自治体
個人情報保護条例

避難者本人は提供した個人情報に
ついて、利用方法等について本人
が決定する権利を有しています
（自己コントロール権）
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個人情報保護とは

個人情報保護法とは
保護し 利活用することが趣旨なのです。

避難者とのより良い関係と信頼関係構築のために、
そして県外避難者が抱える課題を
安全に安心した解決に導くことができるのです。

本年５月３０日より営利、非営利にかかわりなく

個人情報保護法は全事業者の義務となりました。

個人情報の流れと事業者が行う対応

情報の

取得
情報の

管理
情報の

提供
情報の

開示
同
意

全事業所
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事業所として必要なルール作り

事業全体の基準となる統一ルール策定

→これまでの指針の見直し

→取得した個人情報を誰が

どのように利用し、

どのように管理するか

→全員が実施可能なルール

１：個人情報保護方針

２：個人情報の利用目的

３：安全管理ルール

事業全体の基準となる統一ルール（例）

<個人情報の開示>
○○は、保有する個人情報について開示等（保有個人情報の
利用目的の通知、保有個人情報の開示、保有個人情報の訂正、
追加又は削除、保有個人情報の利用停止）を行います。
患者さんの個人情報のお問い合わせは、下記の窓口でお受け
いたします。

<個人情報に関する苦情の対応>
○○は、個人情報に関する苦情に対して適切かつ迅速に対処
します。苦情につきましては、下記の窓口でお受けいたします。

<個人情報の目的外利用の禁止>
○○は、保有する個人情報を以下の場合を除き、通知又は公
表している利用目的の範囲を超えて利用いたしません。

・患者さんの了解を得た場合・個人を識別あるいは特定できない状
態に加工して利用する場合
・法令等により提供を要求された場合
・法令に定められている場合及び本人の同意がある場合を除き、保
有する個人情報を第三者に提供しません。

<個人情報の適正管理>
個人情報保護に関する法律を厳守し、皆様の情報を管理して
います。皆様の個人情報を正確かつ最新の状態に保ち、個人
情報の漏えい、紛失、破壊、改ざん又は個人情報への不正な
アクセスを防止することに努めます。

<法令等の遵守>
○○は、個人情報の保護に関する法令及び内部規程を遵守し、
保有する個人情報の適正な管理・利用と保護に努めます。

<個人情報の利用目的の通知等>
○○は、個人情報の利用目的について通知又は公表を行いま
す。なお、本人から書面に記載された個人情報を取得する場合
は、利用目的を明示します。

<個人情報の取得>
○○は、診療・看護及び患者さんの医療に係る範囲において個
人情報を取得します。 なお、法令に定められている場合及び本
人の同意がある場合を除き、 個人情報を第三者から取得いた
しません。

１ 個人情報保護方針
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・利用者から取得した個人
情報等の利用目的は、明
確かつ具体的に特定しま
しょう。

・第三者の医療・介護関係
事業者と共同利用する際
は、なるべく関係事業者
を明示することが望まれ
ます。

（例）

２ 個人情報の利用目的

全員で守る個人情報の取扱い

事業所の規模、環境、範囲を踏まえた事業所内ルール作り

３ 安全管理ルール
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３-2：同意ルール

■同意
本人からの同意を得るには
①利用目的や利用範囲等を医療機関では院内掲示、介護関連 事
業者においては契約書の他、ホームページ等で公表しましょう。
②その上、内容を理解されていないと思われる場合は、 口頭等によ
り分かりやすく説明する対応が必要です。

◆例外事例

(例：急病などが生じ、病歴等を家族から聞く/児童虐待のおそれがあり、それに係る情報を他の
機関から取得／警察の任意の求めに応じ、個人情報を提出など)

■要配慮個人情報
・不当な差別や偏見その他の不利益が生じないように、その取扱いに特に配慮を要するものと
して政令で定められた情報です。
・人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪の経歴により害を被っ た事実等の他、身体等の障害が
あることや、健康診断の結果等も該当します。

本人からの同意を得る必要のない場合もあります。

３-３：取得ルール

■利用目的の特定
・患者・利用者から取得した個人情報等の利用目的は、明確かつ具体的
に特定しましょう。
・第三者の医療・介護関係事業者と共同利用する際は、なるべく関係事
業者を明示することが望まれます。

■利用目的の通知
・院内や事業所内等に、利用目的を掲示しましょう。もし、利用者が理解
困難と思われる場合は、口頭で分かりやすく説明しましょう。
さらに、ホームページやチラシへの掲載等の方法により、なるべく広く
公表する必要があります。

■個人情報の適正な取得、
個人データ内容の正確性の確保
・偽り、その他の不正の手段により個人情報を取得してはいけません。
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３-４：管理ルール
■組織的安全管理措置
組織として実施可能な基本的ルール
・本人同意の取り方
・利用目的や範囲
・第三者提供の制限
・事業所内の組織体制、
および連絡体制の整備 等

■物理的安全管理措置
事務所内の整理、外出先などの管理
個人データを取り扱う区域の管理や機
器、電子媒体の盗難防止、個人データ
の持ち出し、破棄等のルールを定めま
しょう。

■技術的安全管理措置
PC、スマホなどの取扱いや管理方法
・個人データのアクセス制限、不正アクセ
スの防止、情報システムの利用に伴う漏洩
防止のルールを定めましょう。

■人的安全管理措置
職員、ボランティアへ教育指導
・事業所内で作成したルールを従業員
全員が共有し安全管理の
意識を高めましょう。

■従業員、委託先の監督
・事業者は従業員との契約、また委託
先の事業者と契約書に安全管理措置
を記載し、定期的な安全管理を行いま
しょう。

３-５：提供ルール

第三者への個人情報提供は、原則禁止です。

• ただし、事前に利用目的として、規定された利用範囲
等に同意を得ている場合は、その範囲の中で提供す

ることが可能です。

• また、第三者への個人情報提供、受領の際、
記録作成、確認作業は、原則義務とされています。
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３-６：開示ルール

■本人から開示、苦情などに適切・迅速に対応
する。
ただし、一時的に保有しているにすぎない個人情報（＝半年以
内に消去するもの）や、他の事業者からデータ編集作業のみを
委託されて取り扱っているだけの個人情報（＝開示等の権限が
ないもの）は、対応は不要です。

■対応の留意点
開示請求等への対応としては、本人が知りうる状態に置く必要
があります。
(ア)事業者の名称、(イ)個人情報の利用目的、(ウ)請求手続、
(エ)苦情申出先、(オ)加入している場合は、認定団体個人情報
保護団体の名称・苦情申出先について準備しておくことが求め
られます。

３-７：相談ルール

■個人データの漏えい等の事案が
発生した場合等の対応

(1)事業者内部における報告及び 被害の拡大防止

(2)事実関係の調査及び原因の究明
(3)影響範囲の特定
(4)再発防止策の検討及び実施
(5)影響を受ける可能性のある 本人への連絡(事案に応じて)
(6)事実関係及び再発防止策等の公表(事案に応じて)

■相談窓口の設置
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個人情報保護委員会のサイトに
小規模事業者向けチェックシート
が掲載されております。

また近日中に同サイトに医療ネット
ワーク支援センターの個人情報保
護指針が掲載されます。

医療・介護関係事業者および被災
者支援等を行う民間団体等を対象
としておりますのでご参照ください。

https://www.ppc.go.jp/personal/nintei/
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資料１２－１ 

 

被災した児童生徒に対する就学支援等について 

 

 

 （相談内容） 

東日本大震災によって経済的理由から就学等が困難となった幼

児児童生徒に対する就学支援の取組があると聞いたが、これは、家

屋等に被害がないが、自主的に避難をした者であっても、支援対象

に含まれるのか。 

 

 

（回答）  

○ 御指摘の取組としては、別添のとおり、「被災児童生徒就学支

援等事業」を実施しているところ。 

 

○ 本事業については、平成 27年度より、自主避難者（※）の方々

も支援対象として加えられたところであり、支援を御希望される

方は、まずは都道府県教育委員会又は市町村教育委員会まで御相

談をいただきたい。 

 

 

（※）特定被災区域において、東日本大震災に伴う福島第一・第ニ

原子力発電所事故による災害を理由として、自らの判断で他の地

域へ避難されている方にあっては、子ども被災者支援法基本方針

が策定されたことを踏まえて、都道府県または市町村が本事業に

よる支援が必要と認める者。 
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資料１３ 

 

被災家屋等解体について 

 

 （相談内容） 

帰還するかどうか迷っているうちに被災家屋等解体の申請期限

が過ぎてしまったが、今からでも公費での家屋の解体が出来ないか。 

 

（回答）  

＜環境省による解体について＞ 

○ 申請期限後の受付は、原則認められないが、「広報が届かなか

った」「入院していた」等の特別の事情がある方については、ま

ずは窓口である各市町村に相談いただきたい。 

 

＜賠償制度による解体について＞ 

○ 帰還して住居を建て替える場合、解体費用は賠償されると聞い

ている。まずは、東京電力に相談されてはどうか。 

   

○ 移住して新たな住居を取得する場合、東京電力が算出する住居

に係る賠償可能金額（※）の範囲内で住居確保費用及び解体費用は

賠償されると聞いている。 
※従前の宅地・住居の面積等を元に東京電力が算出する金額 

 

 

（参考）解体費用に係る賠償の取り扱いに係る資料 
※東京電力作成（別冊参考資料１）対象の具体的な事例住居確保にかかる

費用の賠償（持ち家）６ｐ 

 ○URL: 

  https://www.pref.fukushima.lg.jp/uploaded/attachment/189077.pdf 

 

参考72

https://www.pref.fukushima.lg.jp/uploaded/attachment/189077.pdf


資料１４－１ 

 

 

民生委員・児童委員必携 第 61集について  

 

 

 当必携については、民生委員・児童委員が日常的な活動に資するよう、基礎知

識として、活動に関わる制度・施策や活動上の基礎的な事項をまとめられたもの

です。 

 下記のとおり社会福祉施策の概要が記載されておりますので、参考にして下

さい。 

 

 第 1部 社会福祉の動向 

１． 社会福祉法の改正 

２． 児童福祉法の改正 

３． 生活困窮者支援 

４． 障害者差別解消法 

 

 第 2部 民生委員・児童委員活動にかかわる Q＆A 

１． 民生委員・児童委員活動 

２． 地域福祉 

３． 高齢者福祉 

４． 障がい者福祉 

５． 児童福祉 

６． 低所得者支援 

７． 権利擁護、その他  
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資料１４－２ 

 

 

 

 

 

著作者名：社会福祉法人 全国民生委員児童委員連合会 

 

資 料 名：民生委員・児童委員必携 第６１集 

 

発 行 日：2017年 1月 12日 
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資料１５ 

 

 

より丁寧な支援活動を目指さして 

広域避難者支援マニュアル 

関西大学社会安全学部災害心理学研究室 

・新潟県精神保健福祉協会 

 

 

 当資料については、吉野復興大臣及び浜田副大臣が 10 月 30 日に

新潟県の生活再建支援拠点を受託している新潟県精神保健福祉協会

へ訪問した際、入手したものです。 

 

被災者や避難者の支援に関わる方たちが支援活動に携わる際に必

要だと考えられることを分かりやすくまとめたものでありますので、

参考にして下さい。 
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