
入場
無料

イラスト：やまなかももこ

仕事も、暮らしも。
NPOによる国内最大の移住マッチング

第13回第13回

47都道府県350自治体
が大集合

主催 認定NPO法人 ふるさと回帰支援センター
全国農業協同組合中央会（JA全中）、日本労働組合総連合会（連合）、日本経済団体連合会（経団連）、
日本生活協同組合連合会（日生協）、生活クラブ連合、パルシステム連合会、全国農業会議所、
全国森林組合連合会、全国漁業協同組合連合会、大地を守る会、全農ビジネスサポート

共催

協賛
後援

協力

総務省、環境省、農林水産省、厚生労働省、文部科学省、内閣官房 まち・ひと・しごと創生本部事務局、
オーライ！ニッポン会議（都市と農山漁村の共生・対流推進会議）　（予定）
アットホーム株式会社　他協賛各位　
全国知事会、全国都道府県議会議長会、全国市長会、全国市議会議長会、全国町村会、
全国町村議会議長会、財団法人地域活性化センター　（予定）　他
JAグループ、全国労働者共済生活協同組合連合会（全労済）、全国労働金庫協会、
損害保険ジャパン日本興亜株式会社　他

※敬称略。プログラムおよび出演者は予定です。予告無しに変更する場合がございますのでご了承ください。

サンケイホール
東京メトロ「大手町駅」A4・E1直結

15:00～18:00
鈴木 孝夫

慶應義塾大学名誉教授
撮影：川島 保彦

「有楽町駅」から徒歩1分B1地下コンコースにて連絡

9月10日（日）
東京国際フォーラム ホールE
10:00～16:30
※詳しくはホームページをご覧ください。
※「前夜祭シンポジウム」の事前登録もこちらから！

9月9日（土）
事前登録制
定員600名

前夜祭シンポジウム

記念講演

パネルディスカッション

パネリスト 須永珠代　竹中貢　藻谷浩介
コメンテーター 山下祐介
コーディネーター 高橋公

『都会は地獄？！地方は極楽！！』

『ふるさと回帰運動とふるさと納税』

鈴木孝夫



那覇

佐賀県、佐賀市、多久市、
伊万里市、神埼市 佐賀県

徳島県、阿南市、
美馬市、三好市、
牟岐町、美波町、
海陽町

徳島県

愛媛県、伊予市、松野町、松山市、愛媛ものづくり・さんさん都、
NPO法人しまなみアイランド・スピリット

愛媛県

熊本県、八代市、玉名市、
菊池市、天草市、和水町、

（公財）阿蘇地域振興デザインセンター
熊本県

岡山県、おかやま高梁川流域（倉敷市、新見市、
高梁市、総社市、井原市）、津山市、笠岡市 岡山県

山口県、宇部市、山口市、岩国市、
周南市、周防大島町 山口県

福岡県、北九州市、久留米市、
福岡県筑後地域（筑後田園都市推進評議会） 福岡県

鹿児島県、鹿児島市、出水市、
霧島市、錦江町、瀬戸内町、

奄美群島広域事務組合

ながさき移住サポートセンター、佐世保市 長崎県

富山県「くらしたい国、富山」推進本部、NPO法人グリーンツーリズムとやま、
富山市、高岡市：たかおか企業人材確保推進協議会、

氷見市、滑川市、砺波市、南砺市、入善町、上市町、立山町
富山県

新潟県、新潟広域都市圏（新潟市、五泉市、阿賀野市、
田上町、三条市）、新発田市、村上市、燕市、
糸魚川市、妙高市、上越市、佐渡市、魚沼市

新潟県

大分県、大分市、別府市、中津市、
豊後高田市、宇佐市、豊後大野市、国東市 大分県

宮崎ひなた暮らしＵＩＪターンセンター、
都城市、延岡市、日南市、小林市、

えびの市、高原町、西米良村
宮崎県

愛知県、
豊田市

三重県、尾鷲市、鳥羽市、熊野市、志摩市、多気町、明和町、紀宝町三重県

愛知県

奈良県、曽爾村奈良県

沖縄県、石垣市、国頭村、
渡名喜村、久米島町、竹富町

沖縄県

和歌山県、和歌山市、田辺市、　
和歌山県ふるさと定住センター 和歌山県

鹿児島県

宮城県 宮城県、石巻市、白石市、登米市、
栗原市、大崎市、丸森町、加美町

山形県 山形県、米沢市、上山市、尾花沢市、西川町、
朝日町、川西町、白鷹町

山梨県、甲府市、都留市、山梨市、大月市、韮崎市、
甲斐市、笛吹市、上野原市、富士河口湖町 山梨県

兵庫県、神戸市、姫路市、豊岡市、養父市、宍粟市、
たじま田舎暮らし情報センター、

麒麟のまち（香美町、新温泉町）、南あわじ市定住促進協議会、
兵庫県淡路県民局、兵庫県北播磨県民局

（三木市・小野市・加東市・加西市・西脇市・多可町）

兵庫県

大阪府河内長野市

京都府京都府、京都市、福知山市

滋賀移住・交流促進協議会、高島市、東近江市 滋賀県

福井県、あわら市、越前町、おおい町、若狭町、
福井県新規就農支援センター 福井県

石川県（いしかわ移住UIターン相談センター）、金沢市、七尾市、
かほく市、加賀市定住促進協議会、羽咋市、能美市、

中能登町（中能登町移住定住促進協議会）、穴水町、白山市、
（一社）能登定住・交流機構、能登町定住促進協議会、

（公財）いしかわ農業総合支援機構

石川県

埼玉県、埼玉県北部地域地方創生推進協議会、
ちちぶ空き家バンク推進委員会埼玉県

西多摩地域広域行政圏協議会、大和ハウス工業（株）東京都

二宮町、山北町、清川村 神奈川県

千葉県、館山市、鴨川市、君津市、
南房総市・南房総市空き家バンク協議会、
いすみ市定住促進協議会、大多喜町

千葉県

静岡県、駿河の国移住・定住応援団（静岡市、焼津市、藤枝市、
島田市、牧之原市、川根本町、吉田町）、浜松市、
富士山ネットワーク会議（富士市、裾野市、富士宮市、御殿場市、
小山町）

静岡県

岐阜県、中津川市、関市・美濃市・郡上市定住促進協議会、
瑞浪市、恵那暮らしサポートセンター、山県市、飛騨市、
八百津町、西美濃創生広域連携推進協議会（大垣市、海津市、
養老町、垂井町、関ケ原町、神戸町、輪之内町、安八町、
揖斐川町、大野町、池田町、本巣市）

岐阜県

（公財）ふるさと島根定住財団、出雲市、
飯南町、（公財）しまね農業振興公社 島根県

広島県、福山市、三原市、尾道市、府中市、
世羅町、神石高原町、三次市、江田島市 広島県

鳥取県ふるさと鳥取県定住機構、
麒麟のまち（鳥取市、岩美町、八頭町、若桜町、智頭町）

青森県、十和田市、弘前市青森県

北海道 北海道、十勝圏複合事務組合、北海道空知地域創生協議会
（芦別市、三笠市、歌志内市、奈井江町、上砂川町、栗山町、
沼田町）、函館市、旭川地域産業活性化協議会、様似町、
浜中町、NPO法人北海道ふるさと回帰支援センター

秋田県、秋田市、男鹿市、鹿角市、由利本荘市、
潟上市、大仙市、北秋田市、にかほ市、三種町、美郷町秋田県

香川県
香川県（三豊市、琴平町、多度津町）、
小豆島（小豆島移住・交流推進協議会）

高知県
高知県（移住・交流コンシェルジュ）、
高知県事業承継・人材確保センター、
馬路村、安芸市、香南市、香美市、
高知市、本山町、土佐町、仁淀川町、
四万十市

岩手県 岩手県、花巻市／遠野市、
奥州・北上・金ケ崎・西和賀定住自立圏、
一関市、二戸市、雫石町、大船渡市、大槌町

茨城県 茨城県、茨城県（県北）

群馬県 群馬県、桐生市

長野県 長野県（田舎暮らし「楽園信州」推進協議会）、長野市、
長野市（地域おこし協力隊）、長野地域連携中枢都市圏（長野市、
須坂市、千曲市、坂城市、高山村、信濃町、小川村、飯網町）、
松本市、上田地域定住自立圏（上田市、東御市、長和町、青木村）、
上伊那広域連合（伊那市、駒ヶ根市、飯島町、南箕輪村、宮田村、
辰野町、箕輪町）、大町市、飯山市、茅野市、佐久市、諏訪湖移住
プロジェクト（岡谷市、諏訪市、下諏訪町）、諏訪圏移住交流
推進事業連絡会、原村、下條村、豊丘村、松川村、小谷村　

福島県 福島県、福島県南会津地方振興局、福島市、喜多方市、
南相馬市、本宮市、会津若松市、南会津町、金山町、
IWAKIふるさと誘致センター、
NPO法人白河ふるさと回帰支援センター、
（公財）福島県農業振興公社、
NPO法人ゆうきの里東和ふるさとづくり協議会

栃木県 栃木県、日光市、大田原市、足利市、那須烏山市、益子町、
芳賀地域就農支援ネットワーク会議
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※敬称略。プログラムおよび出演者は予定です。
　予告なしに変更する場合がございますのでご了承ください。

北海道から沖縄まで！
約350自治体・団体が参加
する国内最大級の地方暮ら
しマッチングイベントで
す。あなたのふるさと
暮らしを応援します。

地方暮らし応援コーナー
ロビーギャラリーロビーギャラリーホールE

東京国際フォーラムふるさと回帰フェア
2017開催

ロビーギャラリ

※敬称略。プログラムおよび出演者は予定です。

地方暮らし応援コーナー

ふるさと回帰フェア事務局（平日10：00～18：00／土・日・祝は休み）

TEL：03-6273-4415　FAX：03-6273-4404　Email：fair-info@furusatokaiki.net　https：//www.furusatokaiki.net/fair/2017/
〒100-0006 東京都千代田区有楽町2-10 -1 東京交通会館8階

ふるさと回帰フェア2017 検索「前夜祭シンポジウム」は事前登録が必要です。詳しくはホームページをご覧ください。

相談コーナーに出展
する自治体を中心と
した全国各地より農
産物、地元の特産品
などを購入すること
ができます。

ニッポン全国ふるさと市場 ふるさと暮らし相談コーナー

J R線  有楽町駅から徒歩1分、東京駅から徒歩5分
　　   （京葉線東京駅とB1F地下コンコースにて連絡）
地下鉄  銀座駅から徒歩5分、有楽町駅から徒歩1分

9
2017

10
（SUN）

10:00～16:30

「ふるさと回帰フェア2017」東京会場には、全国約350自治体が参加
 住んでみたいお気に入りのふるさとを探してみよう！

2017年
出展一覧

する国内最大級の地方暮ら
しマッチングイベントで
す。あなたのふるさと

●「地方で働く」体験型PR
コーナー（農林漁業者団体
の活動紹介・個別相談有り）

●企業・省庁PR相談コーナー
（就職支援や新しいライフ
スタイルの提案） 

移住を
側面から応援します！


