
都道府県が設置している常設の移住相談窓口（平成31年3月31日現在）

都道府県 ①首都圏内 ②中部圏内 ③近畿圏内 ④その他
北海道 1 1
青森県 1 1
岩手県 2 1
宮城県 2 2
秋田県 2 1
山形県 2 1
福島県 3 7
茨城県 2
栃木県 2 1
群馬県 3 1
埼玉県 1 1
千葉県 1
東京都

神奈川県 1
新潟県 4 1
富山県 2 1 1
石川県 2 1 1
福井県 1 1 1 1
山梨県 1 2 1
長野県 2 1 1 1
岐阜県 1 1 1 1
静岡県 2 1
愛知県 1 2
三重県 2 1
滋賀県 1 1
京都府 1 1 1
大阪府 1 1 2
兵庫県 1 1
奈良県 1 2

和歌山県 1 1 3
鳥取県 3 1 1
島根県 1 1 1
岡山県 3 2 4
広島県 1 1
山口県 1 1 2
徳島県 2 1 1 2
香川県 2 1 2
愛媛県 2 1 1

高知県 2 2 2
福岡県 1 1
佐賀県 1 3
長崎県 1 1
熊本県 1 1
大分県 1 1 2
宮崎県 1 1

鹿児島県 2 1 2
沖縄県 1
全国計 71 6 23 64

別添２



都道府県 総数 三大都市圏内 かつ　他の都道府県に設置している窓口 その他

所在地
東京都千代田区有楽町2-10-1　東京交通会館8階
ふるさと回帰支援センター内

札幌市中央区北3条西6丁目　北海道庁4階　地域戦略課内

名称 北海道ふるさと移住定住推進センター（愛称「どさんこ交流テラス」）　H28.10開設 北海道ふるさと移住定住推進センター

所在地
東京都千代田区2-10-2　東京交通会館8階
NPO法人ふるさと回帰支援センター内

青森県青森市長島1-1-1　青森県企画政策部地域活力振興課

名称 青森暮らしサポートセンター あおもり移住・交流推進協議会

所在地
〒100-0006東京都千代田区有楽町2-10-1東京交通会館8階
NPOふるさと回帰支援センター

〒020-8570岩手県盛岡市内丸10-1　岩手県政策地域部地域振興室

名称 いわて暮らしサポートセンター 定住・交流サポートセンター

所在地
〒104-0061　東京都中央区銀座5-15-1　南海東京ビル１階
（いわて銀河プラザ内）

名称 岩手県Ｕ・Ｉターンセンター

所在地 東京都千代田区大手町２－６－２ 宮城県仙台市青葉区中央１－２－３　仙台マークワンビル１８階

名称 みやぎIJUターン就職支援オフィス（東京） みやぎIJUターン就職支援オフィス（仙台）

所在地 東京都千代田区有楽町２－１０－１ 宮城県仙台市青葉区本町３－８－１

名称 みやぎ移住サポートセンター 震災復興・企画部地域復興支援課

所在地
東京都千代田区有楽町２－１０－１　東京交通会館８Ｆ
ふるさと回帰支援センター内

秋田県秋田市御所野地蔵田３－１－１　秋田テルサ内

名称 あきたで暮らそう！Ａターンサポートセンター ＮＰＯ法人秋田移住定住総合支援センター

所在地 東京都千代田区平河町２－６－３　都道府県会館７Ｆ　秋田県東京事務所内

名称 Ａターンプラザ秋田

所在地 東京都千代田区有楽町２－１０－１　東京交通会館８階 山形県山形市松波２－８－１　（山形県企画振興部市町村課内）

名称 やまがたハッピーライフ情報センター すまいる山形暮らし案内所

所在地
東京都千代田区平河町二丁目６－３　都道府県会館13階
山形県東京事務所内

名所 山形県Ｕターン情報センター

所在地
東京都千代田区有楽町2-10-1東京交通会館８階
NPO法人ふるさと回帰支援センター内

福島市杉妻町2-16　県庁北庁舎4階　　

名称 福が満開、福しま暮らし情報センター 県北地方振興局

所在地 東京都中央区日本橋室町4-3-16　柳屋太洋ビル１階　日本橋ふくしま館 郡山市麓山1-1-1

名称 定住・二地域居住情報コーナー 県中地方振興局


所在地 東京都千代田区平河町2-6-3　都道府県会館１２階 白河市昭和町269

名称 福島県東京事務所 県南地方振興局

所在地 会津若松市追手町7-5

名称 会津地方振興局


所在地 南会津町田島字根小屋甲4277-1

名称 南会津地方振興局

所在地 南相馬市原町区錦町1-30

名称 相双地方振興局

所在地 いわき市平字梅本15

名称 いわき地方振興局


所在地
東京都千代田区有楽町２－１０－１　東京交通会館８F
ふるさと回帰支援センター

名称 いばらき暮らしサポートセンター

所在地 東京都千代田区平河町２－６－３　都道府県会館９F　茨城県東京渉外局

名称 いばらき移住・就職相談センター

所在地
東京都千代田区有楽町2-10-1　東京交通会館８階
ふるさと回帰支援センター内

栃木県宇都宮市塙田1-1-20

名称 とちぎ暮らし・しごと支援センター 栃木県総合政策部地域振興課

所在地 東京都千代田区平河町2-6-3　都道府県会館11階

名称 栃木県東京事務所

所在地
東京都千代田区有楽町2-10-1　東京交通会館8階
ふるさと回帰支援センター内

群馬県前橋市大手町1-1-1　群馬県庁23階南側

名称 ぐんま暮らし支援センター 群馬県　企画部　地域政策課

所在地 東京都中央区銀座7-10-5　The ORB Luminous 1F・2F

名称 ぐんま総合情報センター（ぐんまちゃん家）

所在地 東京都千代田区平河町2-6-3　都道府県会館8階

名称 群馬県東京事務所

所在地
東京都千代田区有楽町2-10-1東京交通会館8階
ＮＰＯ法人ふるさと回帰支援センター内

埼玉県さいたま市浦和区高砂3-15-1

名称 「住むなら埼玉」移住サポートセンター 埼玉県企画財政部地域政策課

所在地 千葉県千葉市中央区市場町１－１

名称 千葉県総合企画部政策企画課

所在地

名称

所在地 東京都千代田区有楽町2-10-1東京交通会館８階

名称 ちょこっと田舎・かながわライフ支援センター

茨城県

宮城県 4

秋田県 3

2

北海道 2

青森県 2

福島県 10

岩手県 3

山形県 3

栃木県 3

群馬県 4

埼玉県 2

千葉県 1

東京都 0

神奈川県 1



都道府県 総数 三大都市圏内 かつ　他の都道府県に設置している窓口 その他

所在地 東京都渋谷区神宮前4-11-7　表参道・新潟館ネスパス2階 新潟県新潟市中央区上大川前通７番町1230-7　ストークビル鏡橋３階

名称 にいがた移住支援デスク・ココスムにいがた　表参道オフィス 新潟県U・Iターンコンシェルジュ　新潟事務局

所在地 東京都渋谷区神宮前4-11-7　表参道・新潟館ネスパス2階

名称 にいがたUターン情報センター

所在地
東京都千代田区有楽町2-10-1　東京交通会館8階
NPO法人ふるさと回帰支援センター内

名称 にいがた移住支援デスク・ココスムにいがた　有楽町オフィス

所在地 東京都千代田区大手町2-6-2

名称 新潟県U・Iターンコンシェルジュ　東京事務局

所在地 東京都千代田区有楽町2-10-1　東京交通会館
富山県富山市湊入船町9-1　とやま自遊館２階
（富山くらし・しごと支援センター　富山オフィス）

名称 富山くらし・しごと支援センター　有楽町オフィス 富山くらし・しごと支援センター　富山オフィス

所在地 東京都千代田区大手町2-6-2 パソナJOB HUB SQUARE内

名称 富山くらし・しごと支援センター　大手町オフィス

所在地 大阪府大阪市中央区道修町4-1-1　武田御堂筋ビル1F

名称 富山くらし・しごと支援センター　大阪オフィス

所在地 東京都千代田区大手町２－６－２　パソナグループ JOB HUB SQUARE 石川県金沢市石引４－１７－１　石川県本多の森庁舎

名称 いしかわ移住UIターン相談東京センター（ILAC東京） UIターンサポート石川

所在地 東京都千代田区有楽町２－１０－１　東京交通会館８階

名称 いしかわ移住UIターン相談東京センター　ふるさと回帰支援センター窓口

所在地 大阪府大阪市北区西天満４－１４－３　リゾートトラスト御堂筋ビル２階

名称 いしかわ移住UIターン相談大阪センター（ILAC大阪）

所在地
東京都千代田区有楽町２－１０－１　東京交通会館
NPO法人ふるさと回帰支援センター内

福井県福井市手寄１丁目４－１　ＡＯＳＳＡ ７階

名称 ふるさと福井移住定住促進機構　福井Ｕターンセンター　東京オフィス ふるさと福井移住定住促進機構　福井Ｕターンセンター　福井オフィス

所在地 愛知県名古屋市中区丸の内３－１５－３３

名称 ふるさと福井移住定住促進機構　福井Ｕターンセンター　名古屋オフィス

所在地 大阪府大阪市中央区瓦町２丁目２－１４　福井県大阪事務所内

名称 ふるさと福井移住定住促進機構　福井Ｕターンセンター　大阪オフィス

所在地 東京都千代田区有楽町２－１０－１東京交通会館８F 山梨県甲府市丸の内１－６－１

名称 やまなし暮らし支援センター（ふるさと回帰支援センター内） 山梨県地域創生・人口対策課

所在地 大阪市北区梅田１丁目１大阪駅前第３ビル２１階

名称 山梨県大阪事務所

所在地 大阪市中央区本町橋2－31シティプラザ大阪

名称 大阪ふるさと暮らし情報センター

所在地
東京都中央区銀座５－６－５　ＮＯＣＯビル４階　（信州首都圏総合活動拠点「銀座
ＮＡＧＡＮＯ」内）

長野県長野市大字南長野字幅下６９２－２

名称 長野県移住交流センター 長野県企画振興部信州暮らし推進課

所在地 東京都千代田区有楽町２－１０－１　東京交通会館８階

名称 ＮＰＯ法人　ふるさと回帰支援センター

所在地 愛知県名古屋市中区栄４－１６－３６　久屋中日ビル４階

名称 長野県名古屋移住・交流サポートデスク

所在地 大阪府大阪市北区梅田１－３－１－８００　大阪駅前第１ビル８階

名称 長野県大阪移住・交流サポートデスク

所在地
東京都千代田区有楽町2-10-1　東京交通会館8階
NPO法人ふるさと回帰支援センター　内

岐阜県岐阜市薮田南2-1-1

名称 清流の国ぎふ　移住・交流センター東京 岐阜県地域振興課　移住定住係

所在地
愛知県名古屋市中村区名駅4-6-17
名古屋ビルディング10F OKB Harmony Plaza 名駅 内

名称 清流の国ぎふ　移住・交流センター名古屋

所在地 大阪府箕面市彩都粟生南1-17-26　彩都やまもりふるさと交流サロン　内

名称 清流の国ぎふ　移住・交流センター大阪

所在地 東京都千代田区有楽町２丁目１０－１　東京交通会館８階 静岡県静岡市葵区追手町９番６号

名称 ”ふじのくにに住みかえる”静岡県移住相談センター（東京相談窓口） ”ふじのくにに住みかえる”静岡県移住相談センター（静岡相談窓口）

所在地 東京都品川区上大崎２－25－２　新目黒東急ビル６Ｆ

名称 静岡Ｕ・Ｉターン就職サポートセンター

所在地 東京都港区港南2-15-1 　品川インターシティA棟28階

名称 あいちUIJターン支援センター

所在地 愛知県名古屋市中区1－11－20大永ビル5階

名称 愛知県交流居住センター

所在地 名古屋市中区錦3-15-15ＣＴＶ錦ビル6階        

名称 あいちUIJターン支援センター

所在地
東京都千代田区有楽町2-10-1　東京交通会館８階
ふるさと回帰支援センター内

三重県津市広明町１３

名称 ええとこやんか三重移住相談センター 三重県庁地域連携部地域支援課

所在地 東京都千代田区平河町２丁目6-3　都道府県会館11階

名称 三重県東京事務所

新潟県 5

石川県 4

福井県 4

富山県 4

山梨県 4

長野県 5

岐阜県 4

静岡県 3

三重県 3

愛知県 3



都道府県 総数 三大都市圏内 かつ　他の都道府県に設置している窓口 その他

所在地 東京都千代田区有楽町2-10-1東京交通会館８階 滋賀県大津市京町４丁目１－１

名称 しがＩＪＵ相談センター（認定ＮＰＯふるさと回帰支援センター内） 滋賀県総務部市町振興課

所在地 東京都千代田区有楽町2-10-1　東京交通会館8階 京都市上京区出水通油小路東入る丁子風呂町104-2　京都府庁西別館2階

名称 ふるさと回帰支援センター 京の田舎ぐらし・ふるさとセンター

所在地 大阪市中央区本町橋2-31　シティプラザ大阪1階

名称 大阪ふるさと暮らし情報センター

所在地 東京都中央区銀座６－１８－２野村不動産銀座ビル１５Ｆ 大阪市中央区北浜東３－１４エルおおさか本館２・３Ｆ

名称 株式会社　学情　東京本社 ＯＳＡＫＡしごとフィールド

所在地 大阪市北区梅田２－５－１０学情梅田コンパス 大阪府大阪市大手前２－１－２２

名称 株式会社　学情　大阪本社 大阪府政策企画部企画室計画課

所在地 東京都千代田区大手町2-6-2 日本ビル3階

名称 カムバックひょうご東京センター

所在地 神戸市中央区東川崎町1-1-3 神戸クリスタルタワー6階

名称 カムバックひょうごセンター

所在地 東京都中央区日本橋室町１－６－２　日本橋室町１６２ビル 奈良県橿原市常盤町６０５－５

名称 奈良まほろば館 奈良県奥大和移住・交流推進室

所在地 奈良県奈良市登大路町30番地

名称 雇用政策課

所在地 東京都千代田区有楽町２－１０－１東京交通会館８階 和歌山県和歌山市本町1-22

名称 わかやま定住サポートセンター わかやま定住サポートセンター

所在地 大阪府大阪市中央区本町橋２－３１シティプラザ大阪内 和歌山県東牟婁郡古座川町直見212

名称 わかやま定住サポートセンター 和歌山県ふるさと定住センター

所在地 和歌山県和歌山市小松原通1-1

名称 移住定住推進課

所在地 東京都千代田区平河町2-6-3　都道府県会館10階 鳥取市扇町115-1 鳥取駅前第一生命ビル1階

名称 公益財団法人ふるさと鳥取県定住機構　東京駐在 公益財団法人ふるさと鳥取県定住機構

所在地 東京都千代田区有楽町2-10-1　東京交通会館8階

名称
とっとり暮らしサポートセンター
（ふるさと回帰支援センター　鳥取県専属相談窓口）

所在地 東京都港区新橋1丁目11-7

名称 とっとり・おかやま新橋館　観光・移住コーナー

所在地 大阪市北区梅田1-1-3-2200　大阪駅前第3ビル22階

名称 公益財団法人ふるさと鳥取県定住機構　大阪駐在

所在地 東京都中央区日本橋室町１－５－３　福島ビル１Ｆにほんばし島根館 広島県広島市中区立町１－２３　ごうぎん広島ビル６Ｆ

名称 ふるさと定住・雇用情報コーナー ふるさと定住・雇用情報コーナー

所在地 大阪府大阪市北区西天満３－１３－１８　島根ビル２Ｆ

名称 ふるさと定住・雇用情報コーナー

所在地 東京都千代田区平河町2-6-3 岡山県岡山市北区内山下2-4-6

名称 岡山県東京事務所 岡山県庁

所在地 東京都千代田区有楽町2-10-1 岡山市北区弓之町6-1

名称 NPO法人ふるさと回帰支援センター 備前県民局

所在地 東京都港区新橋1-11-7　新橋センタープレイス２階 倉敷市羽島1083

名称 とっとり・おかやま新橋館 備中県民局

所在地 大阪市北区堂島浜2丁目1-29　古河大阪ビル１階 津山市山下53

名称 岡山県大阪事務所 美作県民局

所在地 大阪市中央区本町橋2-31　シティプラザ大阪

名称 NPO法人ふるさと回帰支援センター

所在地 東京都千代田区有楽町2-10-1　東京交通会館８階 広島県中区基町10番52号

名称 ひろしま暮らしサポートセンター 地域力創造課

所在地
東京都千代田区有楽町2-10-1 東京交通会館8階
NPO法人ふるさと回帰支援センター内

山口県山口市小郡高砂町1-20　

名称 やまぐち暮らし東京支援センター やまぐち暮らし総合支援センター

所在地 大阪府大阪市北区梅田2-4-13 阪神産経桜橋ビル2階 山口県山口市滝町１－１

名称 やまぐち暮らし大阪支援センター 山口県総合企画部中山間地域づくり推進課

所在地
東京都千代田区有楽町２－１０－１　東京交通会館８Ｆ
ふるさと回帰支援センター内

徳島県徳島市寺島本町西１－６１　徳島駅クレメントプラザ５階
とくしまジョブステーション内

名称 住んでみんで徳島で！移住相談センター とくしま移住交流促進センター

所在地 東京都千代田区平河町２－６－３　都道府県会館１４階 徳島県徳島市万代町１－１

名称 徳島県東京本部　徳島Ｕターンコーナー 徳島県政策創造部地方創生局地方創生推進課

所在地 愛知県名古屋市中区栄４－１－１　中日ビル４階

名称 徳島県名古屋事務所　徳島Ｕターンコーナー

所在地 大阪府大阪市中央区南船場３－９－１０　徳島ビル４階

滋賀県 2

京都府 3

大阪府 4

兵庫県 2
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鳥取県 5
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徳島県 6



都道府県 総数 三大都市圏内 かつ　他の都道府県に設置している窓口 その他

名称 徳島県大阪本部　徳島Ｕターンコーナー

所在地 東京都千代田区平河町2-6-3 都道府県会館9階香川県東京事務所内 香川県高松市サンポート2-1　マリタイムプラザ高松２階

名称 東京事務所　香川県東京人材Uターンコーナー 香川県就職・移住支援センター（ワークサポートかがわ）

所在地 東京都千代田区有楽町2-10-1 東京交通会館８F 香川県高松市番町四丁目１番10号　香川県庁7階

名称 ふるさと回帰支援センター　うどん県・香川暮らし相談コーナー 政策部地域活力推進課

所在地
大阪府大阪市中央区東心斎橋1-18-24 クロスシティ心斎橋4階
香川県大阪事務所内

名称 大阪事務所　香川県大阪人材Uターンコーナー

所在地
東京都千代田区有楽町2-10-1東京交通会館8階
（ふるさと回帰支援センター内）

愛媛県松山市宮西一丁目5番19号愛媛県商工会連合会館3階
（えひめ地域政策研究センター内）

名称 愛媛ふるさと暮らし応援センター（えひめ移住コンシェルジュ） 愛媛ふるさと暮らし応援センター

所在地 東京都千代田区平河町2-6-3都道府県会館11階

名称 愛媛県東京事務所

所在地 大阪府大阪市西区江戸堀1-9-1肥後橋センタービル1階

名称 愛媛県大阪事務所

所在地 東京都千代田区有楽町2-10-1 高知県高知市本町4-1-32

名称 ふるさと回帰支援センター（営業：火曜日～日曜日） 高知県庁移住促進課（営業：平日）

所在地 東京都中央区銀座1-3-13 高知県高知市本町4-1-32

名称 高知県アンテナショップ（営業：月曜日・祝日） 一般社団法人移住促進・人材確保センター（営業：平日）

所在地 大阪府大阪市中央区本町2-6-8

名所 高知県大阪事務所（営業：平日）

所在地 大阪府大阪市中央区本町橋2-31

名称 大阪ふるさと暮らし情報センター（営業：毎月第4の金曜日・土曜日）

所在地
東京都千代田区有楽町2-10-1 東京交通会館8階
（ふるさと回帰支援センター内）

福岡県福岡市中央区天神1-4-2 エルガーラオフィス12階
（福岡県若者しごとサポートセンター内）

名称 ふくおかよかとこ移住相談センター　東京窓口 ふくおかよかとこ移住相談センター　福岡窓口

所在地 東京都千代田区有楽町2-10-1東京交通会館8階　ふるさと回帰支援センター内 佐賀県佐賀市城内一丁目1−59 佐賀県庁新館1階

名称 さが移住サポートデスク東京 さが移住サポートデスク佐賀

所在地 福岡県福岡市博多区博多駅中央街2-1　博多バスターミナル9階

名称 さが移住サポートデスク福岡（博多）

所在地
福岡県福岡市中央区天神1-7-11　天神イムズ3階ローカルデベロップメントラボ
内

名所 さが移住サポートデスク福岡（天神）

所在地
東京都千代田区有楽町2-10-1　東京交通会館8階
（ふるさと回帰支援センター内）

長崎県長崎市尾上町3-1　長崎県庁行政棟4階

名称 ながさき移住サポートセンター　東京窓口 ながさき移住サポートセンター

所在地 東京都千代田区有楽町2-10-1東京交通会館８階 熊本県熊本市中央区水前寺6-18-1

名称 くまもと移住定住支援センター 熊本県地域振興課

所在地 東京都千代田区有楽町2-10-1　東京交通会館8階 福岡県福岡市中央区天神2-14-8　福岡天神センタービル10階

名称 おおいた暮らし相談窓口 大分県福岡事務所

所在地 大阪府大阪市北区梅田1-1-3-2100　大阪駅前第3ビル　21階 大分県大分市大手町3-1-1

名称 大分県大阪事務所 大分県おおいた創生推進課

所在地
東京都千代田区有楽町２－１０－１東京交通会館８階
ふるさと回帰支援センター内

宮崎市錦町１－１０宮崎グリーンスフィア壱番館３階
みやざきＪＯＢパーク＋内

名称 宮崎ひなた暮らしＵＩＪターンセンター東京支部 宮崎ひなた暮らしＵＩＪターンセンター宮崎本部

所在地 東京都千代田区有楽町2-10-1　東京交通会館８階 福岡県福岡市博多区博多駅中央街8-20　第二博多相互ビル5階

名称 かごしま「よかとこ」暮らし支援センター 鹿児島県福岡事務所

所在地 東京都千代田区平河町2-6-3　都道府県会館12階 鹿児島県鹿児島市鴨池新町10番1号

名称 鹿児島県東京事務所 鹿児島県庁企画部地域政策課

所在地 大阪府大阪市北区梅田1-3-1-900　大阪駅前第一ビル9階

名称 鹿児島県大阪事務所

所在地 沖縄県那覇市泉崎１－２－２

名称 沖縄県企画部地域・離島課

全国計 164

香川県 5

愛媛県 4

高知県 6

福岡県 2

沖縄県 1

熊本県 2

大分県 4

宮崎県 2

長崎県 2

鹿児島県 5

佐賀県 4


	03 別添2-1 
	スライド番号 1

	窓口
	都道府県窓口


