
平成２７年８月３日 

総務省地域力創造グループ 

      地域自立応援課 

移住・交流情報ガーデンについて 

くらしの中に 

資料４ 



  地方への移住や地方との交流に 

  興味を持っている都市住民、団体 

＜移住・交流情報ガーデン＞ 
ワンストップ支援窓口 

相談 

※国の各府省とも連携 
 ・厚生労働省（しごと情報） 
 ・農林水産省（就農支援情報） 等 

※自治体等が実施する短期のＰＲイベントの場としても活用可 

 ○ 居住・就労・生活支援等に係る情報提供や相談についてワンストップで対応する窓口「移住・交流 
  情報ガーデン」を開設。 
 

 ○ 地方自治体や関係省庁とも連携し、「全国移住ナビ」を活用して総合的な情報提供を実施。                                                                       

（ガーデン館内） （3/28開催 移住フェアの模様） 

[所在地] 東京都中央区京橋1-1-6 越前屋ビル 
［アクセス］ＪＲ／東京駅（八重洲中央口）より徒歩４分 

地下鉄／東京メトロ銀座線 京橋駅より徒歩５分 
東京メトロ銀座線・東西線 都営浅草線 日本橋駅より徒歩５分 

「移住・交流情報ガーデン」の開設 
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「移住・交流情報ガーデン」の館内図 
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「移住・交流情報ガーデン」のイベントスペースの活用 

 ○ 「移住・交流情報ガーデン」では、移住・交流関連の情報の発信拠点として、地方自治体等による移住・交流に 
  関する相談会やセミナー、フェア等を随時開催。  
 ○ フェア等の開催予定については、「全国移住ナビ」内の「移住・交流情報ガーデン」のページに「イベント情報」と 
  して掲載（イベント情報URL＜https://www.iju-navi.soumu.go.jp/ijunavi/garden/＞）。 
 ○ 地域おこし協力隊の募集説明会の開催の場としても活用可。 

【イベント名】高知家の移住会議 
【主催者】高知県・総務省・ＪＯＩＮ 
【実施内容】 
 （第1部） 高知家の移住会議 
  ・国、地方自治体、移住促進団体等のトークセッション 
 （第2部） 地方で働くサミット 
  ・地方で活躍するプレーヤーを集め、利き酒ミニワーク 
   ショップや参加者とのやりとりを中心としたトークイベント 

イベントスペースの活用例 

【イベント名】 
  まるごとながの！＠移住・交流情報ガーデン 
【主催者】長野市・須坂市・千曲市 
【実施内容】 
 ・移住相談 
 ・地域おこし協力隊員募集・相談会 
 ・田舎暮らしの情報発信 
 ・郷土の味覚のふるまい（おやき、地酒等の試食・試飲） 

＜申込み方法＞  
・利用申込書を、利用予定日の属する月の３か月前に 
 当たる月の末日までに、申請用メールアドレス 
 （iju-garden@outlook.jp）あてに送付 
 
・「移住・交流情報ガーデン」より、利用承諾の返信 
 利用予定日の属する月の２か月前に当たる月の初日に 
 「イベント情報」としてＨＰに掲載  
 （原則先着順。ただし、同一自治体による年２回目以降の利用申請 
 であり、かつ、３日以上にわたる申請の場合は、利用予定日の属す 
 る月の２か月前に当たる月の初日までは利用承諾を保留すること 
 とし、他の自治体からの申請を優先する。）  
・利用予定日の２週間前までに、イベント概要を 
 上記申請用メールアドレスあてに送付 
 
＜留意事項＞ 
・１自治体の連続した利用期間は原則１週間以内とする。 
・実施できるイベントは、移住・交流に関するものであること。（移住・交流イベントに併せて、 
 地域物産のPR等のイベントを実施することは可能。） 
・地方自治体以外の団体が利用する場合は、必ず地方自治体との共催とし、申請は地方 
 自治体が行うこと。 3 



「移住・交流情報ガーデン」イベント開催実績（平成27年3月～6月） 

開催日程 開催団体 イベント内容 

3/28（土） 高知県 ・高知家の移住会議（トークイベント、ワークショップ） 

4/10（金）～12（土） 長野市・須坂市・千曲市 ・まるごと ながの！＠移住・交流情報ガーデン 
 （移住相談会、地域おこし協力隊員募集相談会） 

4/18（土）～19（日） 北海道 厚真町 ・北海道で暮らそう！あつま町 移住相談会 in 東京 

4/25（土）～26（日） 島根県 ・移住イベント「地元に帰る帰らない会議」 
・地域おこし協力隊マッチングフェア 

5/12（火） 徳島県 那賀町 ・地域おこし協力隊募集説明会 

5/14（木）～15（金） 福岡県 北九州市 ・起業移住促進セミナー「北九州スタートアップラウンジＴＯＫＹＯ」 

5/16（土）～17（日） 奈良県 ・Local Life in Nara Okuyamato  奈良県・奥大和 地方移住者×都会在住者    
  CROSS TALK（クロストーク） 

5/23（土） 北海道 恵庭市 ・移住相談会 

5/24（日） 鳥取県 ・とっとり移住フェア（移住相談ブース）、TURNSカフェとっとり 

5/31（日） 熊本県 ・くまもと移住フェア 

6/6（土） 島根県 ・「シマネビト×ハナラボ」 ～隠岐・島ガールの暮らし方♪～ 

6/13（土）・7/12（日） 島根県 ・しまねアグリセミナー（第１回） 

6/13（土） 島根県 吉賀町 ・地域おこし協力隊募集相談会 

6/16（火） 兵庫県 三木市 ・三木移住フェア ～三木で「暮らす」心地よさ～ 

6/16（火） 宮城県 七ヶ宿町 ・地域おこし協力隊募集相談会 

6/18（木）～21（日） 山梨県 甲斐市 ・移住相談会 

6/26（金）～27（土） 只見川電源流域振興協議会 ・歳時記の郷 奥会津移住交流相談会 

6/28（日） 島根県 川本町 ・島根県立島根中央高等学校「しまね留学」 学校説明会・相談会 4 



「移住・交流情報ガーデン」イベント今後の開催実績（平成27年7月） 

開催日程 開催団体 イベント内容 

7/3（金） 農林水産省 ・農水省交付金活用 地域おこし協力隊 （旧 田舎で働き隊）募集説明会 

7/4（土） 京都府・富山県・石川県 ・座談会「美味しい海と、生きる  田舎しごと体感ツアー」 
・京の田舎ぐらし相談会 

7/4（土） 林野庁 
（全国森林組合連合会） ・森林の仕事（ミニ）ガイダンス 

7/5（日） 沖縄県 うるま市 ・地域おこし協力隊 募集説明会 

7/7（火） 山梨県 北杜市 ・移住相談会 一流の田舎まち 北杜市を知ろう!!! 

7/11（土） 岡山県 ・もんげー岡山！ 地域おこし協力隊合同募集説明会 

7/12（日） 島根県 ・しまねアグリセミナー（第２回） 

7/15（水）～17（金） 石川県 ・いしかわ暮らし 就職・移住相談会 

7/18（土）～19（日） 石川県・長野県 ・いしかわ×ながの 共同移住イベント～海の見える 山の見える 農ある暮らし～ 

7/22（水） 高知県 四万十町 ・地域おこし協力隊募集説明会 

7/25（土） 農林水産省 ・就農セミナー「TURNS 就農カフェ」 若手農業家にきく農業のミライ 

7/26（日） 香川県 ・「子育て県かがわ」情報発信セミナー 
・かがわ暮らしセミナーin東京 

7/29（水） 農林水産省 ・農水省交付金活用 地域おこし協力隊 （旧 田舎で働き隊）募集説明会 

7/30（木） 福島県 伊達市 ・福島県伊達市 地域おこし支援員 募集説明会 

7/30（木） 兵庫県 加西市 ・マチホメコミュニティ＠ＴＯＫＹＯ 第１回キックオフ説明会 
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「移住・交流情報ガーデン」イベント今後の開催予定（平成27年8月～） 

開催日程 開催団体 イベント内容 

8/7（金） 福島県 ・避難者等への情報共有のためのセミナー 

8/8（土） 高知県東部地域博覧会推進
協議会・高知県 ・高知家まるごと東部博 & 移住フェア 

8/8（土）～9（日） 北海道 様似町 ・新規就農＆地域おこし協力隊 合同説明会 

8/11（火） 香川県 ・2015香川県企業見学会事前セミナー「キャリアの学校」 

8/18（火） 鳥取県 ・森のようちえん説明会 

8/19（水） 兵庫県 加西市 ・マチホメコミュニティ＠ＴＯＫＹＯ 第２回 

8/21（金）～27（木） 山形県 長井市 ・移住相談会 

8/21（金）～22（土） 北海道 帯広市 ・UIJターン就業相談会 

8/28（金） 兵庫県 三木市 ・移住相談会 

8/29（土） 福井県 ・ふくい”幸せ移住”セミナー 

8/30（日） 高知県 梼原町 ・移住相談会 

9/5（土） 島根県 ・しまねアグリセミナー（第２回） 

9/5（土） 京都府 ・移住相談会 

9/6（日） 鳥取県 ・とっとり暮らしフェスタ 

9/9（水） 兵庫県 加西市 ・マチホメコミュニティ＠ＴＯＫＹＯ 第３回 

9/12（土） 岡山県井笠振興協議会 ・岡山県井笠圏域 移住相談会 

9/13（日） 愛媛県 宇和島市 ・定住・移住セミナー＆相談会 

9/19（土） 林野庁 
（全国森林組合連合会） ・森林の仕事（ミニ）ガイダンス 

9/26（土） 新潟県 ・新潟県UIターンコンシェルジュ UIターン希望者相談会 6 
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  市区町村ローカルホームページコンテスト 
    【評価指標案】  

   ・当該ローカルホームページへのアクセス回数 
   ・当該ローカルホームページ内での閲覧ページ数 
   ・当該ローカルホームページへのリピート数 
   ・担当者への問合せ件数（電話、メール等による問合せ） 
   ・当該市区町村がお気に入りリストに登録された総数 
  

    市区町村プロモーション動画コンテスト  
  【評価指標案】 

   ・全国移住ナビ内でプロモーション動画が再生された回数 
   ・プロモーション動画がお気に入りリストに登録された総数  

全国移住ナビ スタートアップキャンペーン 

・仕事情報    １２０万件（完了） 
・住まい情報    ５０万件（完了） 
・観光情報      １万件（→3万件目途）   

全国移住ナビのデータ登録がほぼ終了したため、国民の皆様に、本格的に紹介開始。 

①広報 

②キャンペーン キャンペーン期間：７月～９月    
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なお、直近３ヶ月のアクセス状況ランキングを
公開中 
・全47都道府県 
・上位500市町村 

・都道府県ローカルホームページ    ４７団体 
・市区町村ローカルホームページ １，５８５団体（ほぼ完了） 
・プロモーション動画        ３１６団体（→１,０００団体目途）   

 
   
      東京ジャック（ＪＲ東日本・東京メトロと協働） 首都圏の電車の車両・駅 
 

  平成27年７月６日、高市総務大臣、ＪＲ東日本社長、東京メトロ社長による共同発表を開催 
   
 
    
                                    

公共施設ジャック 役場や図書館等の公共施設へ広報媒体を展開 
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