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令和３年度「くらしたい国、富山」推進本部 事業報告 
 

１ 会議等の開催 

（１） 第１５回「くらしたい国、富山」推進本部幹事会 

６月３日（木）書面決議 

 ・令和２年度事業報告 

 ・令和２年度収支決算 

 ・令和３年度事業計画、収支予算及びスケジュール（案） 

 

（２）第１６回「くらしたい国、富山」推進本部会議 

  １１月１６日（火）富山県民会館８階バンケットホール/オンライン 

・令和２年度事業報告 

・令和２年度収支決算 

・令和３年度事業計画及び収支予算 

・意見交換 

 

２ ホームページ、全国雑誌等による情報発信 

（１）ホームページの運用（Ｈ１９．７開設） 

 

 

 

 

 

 

 

（２）全国移住促進機関サイトでの紹介 

①JOIN ニッポン移住・交流ナビ      ②ふるさと回帰支援センター 

 

 

 

 

 

 

アクセス件数 

  Ｒ３ 149,649 件（前年比 90,7%） 

※HP 脆弱性診断期間中(12/4∼1/5)の 

アクセス件数に未カウントあり 

Ｒ２ 164,959 件 

 

資料１ 
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（３）メールマガジンを毎月１回発行 

 上記ホームページ閲覧者や移住関連イベントでの相談者か

ら購読希望者を募集 

  登録者数 R３：1,733 件 R２: 1,366 件  

 

（４）ＳＮＳによる情報発信 

 

 

 

 

 

 

 

（５）ダイレクトメールによる各種情報提供 

 ふるさと回帰フェアなど移住促進イベントで富山の移住関連情報を希望した方に、とやま暮らし

セミナーや移住ツアー、就職相談会等の開催案内を送付。 

登録者数：７９３名  

 

（６）大阪圏等における情報発信 

 大阪ふるさと暮らし情報センター（シティプラザ大阪内）に、富山県の情報コーナーを設置する

とともに、定期相談会（月４回）を開催。また、令和２年８月から個別移住・転職相談会（月４回）

及び個別オンライン相談会（月４回）を開催。 

 

３ 首都圏等における移住相談体制の充実 

（１）富山くらし・しごと支援センターの運営 

オフィス名 所在地 相談時間 休館日 相談員 

 

 

東 

 

京 

 

有楽町 

オフィス 

〒100-0006 

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 

10:00～ 

18:00 

月曜、祝日、 

年末年始等 

移住相談員２名 

仕事相談員１名 

大手町 

オフィス 

〒100-8228 

東京都千代田区大手町 2-6-2 

ﾊﾟｿﾅ JOB HUB SQUARE3F 

地方創生ラウンジ内 

10:00～ 

18:30 

日曜、祝日、 

年末年始等 

仕事相談員２名 

ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ２名 

（大学連携・人材確保） 

大 

阪 

大阪 

オフィス 

〒541-0045 

大阪府大阪市道修町 4-1-1 

10:30～ 

18:30 

日曜、祝日、 

年末年始等 

移住相談員１名 

仕事相談員１名 

・Facebook：Ｈ２５．８より運用 

・Twitter、Instagram、LINE：Ｒ１．８より運用 

セミナー、フェア等のイベント告知のほか、富山

の日常の風景など親しみやすい情報を投稿 



3 
 

名古

屋 

名 古 屋 オ

フィス 

〒460-0008 

愛知県名古屋市中区栄 4-16-36 

久屋中日ビル３F（富山県名古屋事務所内） 

9:30～ 

17:00 

土曜、日曜、祝日、 

年末年始等 
移住相談員 

富 

山 

富山 

オフィス 

〒930-0805 

富山市湊入船町 9-1 とやま自遊館２F 

9:30～ 

17:00 

日曜、祝日、 

年末年始等 

移住相談員３名 

求人開拓員１名 

 
【富山くらし・しごと支援センターにおける実施内容】 
 ・移住相談員によるとやま暮らしの相談 
 ・仕事相談員による就職相談、職業紹介 
 ・とやま暮らしの情報や体験ツアー、イベントの案内 
 ・富山県内企業の求人情報の提供 
 ・イベントやセミナーなどの実施 
 ・エントリーシートの添削や面接対策のサポート 
 ・富山での現地案内、移住後の相談（富山オフィス） 

 
 
 

（２）とやま移住応援団の実施 

富山への移住を検討している方を対象に､県内事業者(とやま移住応援団)の協力のもと各種

割引サービスや特典等を提供し､富山への移住を後押しする。 

《登録事業者》 

レンタカー会社、引越事業者、不動産業者等 １０２団員 Ｒ４.３時点） 

 

《優待カードの発行》 

富山くらし・しごと支援センター各オフィス 

 

（３）移住フェアへの出展 

No. イベント名等 開催日 会場 主催 参加人数

1 おいでや!いなか暮らしフェア
7月1日（木）
～8月1日（日）

大阪マーチャンダイズ
マート2階B・Cホール

大阪ふるさと暮らし情報センター
来場者数425人
富山県内ブーズ相談件数13件（オンライ
ン相談含）

2 第1回とやま移住・転職week
7月3日(土)
～9日(金)

オンライン 富山県 参加者人数101組(7日間延べ）

3 北陸新幹線沿線４県合同移住フェア 9月5日(日）
オンライン
Zoomウェビナー

富山県・⾧野県・新潟県・石川県（主
催:４県/共催:ふるさと回帰支援セン
ター

視聴者数約50人（関係者除）

4 北陸３県UIターンセミナー 9月11日(土) オンライン 富山県・石川県・福井県 参加者人数32名

5 JOIN移住・交流＆地域おこしフェア2021
10月1(金)
～3日(日）

新宿住友ビル三角
広場

(一社)移住･交流推進機構
（JOIN）

来場者4,155人（3日間延べ）

6 第17回ふるさと回帰フェア2021
10月16日(土)
～17日(日)

東京国際フォーラ
ムホールE

ふるさと回帰支援センター
来場者数8,029人
富山県内ブース相談件数56件

7 イナコレ2021 11月13日(土)
シティプラザ大阪2
階

大阪ふるさと暮らし情報センター 富山県ブース相談件数10件

8 第2回とやま移住・転職week
11月14日(日)
～20日(土)

オンライン 富山県 参加人数169人(7日間延べ）

9 北陸3県UIターンセミナー 11月27日(土) オンライン 富山県・石川県・福井県 参加者人数12名

10 50代からの働き方発見EXPO2022
3月25日（金）
～26日（土）

東京都立産業貿
易センター 浜松町
館2F

朝日新聞（50 代からの働き方発見
EXPO実行委員会）

来場者1872人（2日間延べ）
富山県ブース57名（2日間延べ　）
富山県セミナー23名参加  

優待カード TSUKAENcha 
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（４）とやま暮らしセミナー等の開催 

  とやま暮らしに関心のある方を対象に、県や市町村の魅力紹介や移住者体験談、座談会などの

移住セミナー開催のほか、移住潜在層を対象とした交流やセミナーをオンラインで実施。 

NO 日時 セミナー名（テーマ） 開催方法 主催 委託先 参加人数

1 2021/4/24（土）13:00～14:30
第1回「普通の会社員＆公務員」の富
山移住計画～脱都会、地方で転職、
家探し～

オンライン
「くらしたい国、富山」

推進本部
直営 25

2 2021/6/5（土）13:00～14:00
第2回「うちの家、こんなにすごいんで
す!」

オンライン
「くらしたい国、富山」

推進本部
直営 18

3 2021/9/19（日）11:00～12:30
第3回「おうちでとやまさんぽ」～暑いとや
まの夏編～

オンライン
「くらしたい国、富山」

推進本部
直営 29

4 2021/12/19（日）11:00～12:30
第4回「「だから移住した/しない!大討
論会」

オンライン
「くらしたい国、富山」

推進本部
直営 21

5 2022/1/29（土）11:30～13:00
第5回「おうちでとやまさんぽ」～冬の富
山はこんな感じ～

オンライン
「くらしたい国、富山」

推進本部
直営 25

6 2022/3/5（土）12:00～13:30
第6回「富山で家探し」～ここが大事ポ
イント!～

オンライン
「くらしたい国、富山」

推進本部
直営 26

 

 

（５）とやま移住・転職ＷＥＥＫの開催 

移住希望者の仕事や暮らしなどの多様なニーズに幅広く対応するため、県内市町村の担当者や

先輩移住者等が参加し、富山の魅力を発信する「とやま移住・転職ＷＥＥＫ」を年２回開催。 

①第１回とやま移住・転職ＷＥＥＫ 

  ・日時：７月３日（土）～９日（金）※７月３日（土）東京にて個別相談会を同時開催 

  ・実施方法：オンライン開催（個別相談会については東京開催） 

  ・参加団体：１４市町 

  ・参加者数：１０１組 

 

① 第２回とやま移住・転職ＷＥＥＫ 

  ・日時：１１月１４日（日）～２０日（土） 

  ・実施方法：オンライン開催 

  ・参加団体：１３市町 

  ・参加者数：１６９組 

 

（６）富山くらし・しごと体感ツアー（とやま移住旅行）の実施 

 県内の「暮らし」や「仕事」の体感や地元住民等との交流を通じて、富山県への移住意欲を高

めてもらうための移住体験ツアーをオンラインで年２回実施。 

 ・実施コース： ①富山で育てる？まち探検コース（９月）参加組数：８組 

②富山でくらす？海・まち・里山コース（２月）参加組数：５組 
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４ 受入れ体制の整備 

（１）とやま移住支援交通費助成金の実施 

   移住検討者が移住の準備のために来県する際の交通費を助成するもの。 

   ・対象 １８歳以上（学生除く） 

   ・対象活動 就職のための企業訪問、企業説明会への参加、住まい探し等 

   ・R3 年度交付実績 89 名 

 

（２）移住者受入体制強化研修会の開催 

 移住者受入促進のための施策のあり方や受入れの際の留意点等について学ぶ研修会を開催。 

① 第１回移住者受入体制強化研修会（オンライン開催） 

  ・日時：５月 31 日（月） 

  ・テーマ：コロナ禍における移住相談状況と全国の先進事例について 

  ・参加者数：41 名 

 

② 第２回移住者受入体制強化研修会（オンライン開催） 

  ・日時：２月７日（月） 

  ・テーマ：移住者アンケートの結果から学ぶ、移住検討者へのサポートについて 

  ・参加者数：38 名 

 

（３）移住者交流会の開催 

   県外から富山に定住された方等から意見を伺い、今後の移住・交流促進施策の参考とすると

ともに、移住者間のネットワークの構築を図るもの。※オンライン開催 

  ・日時：２月 26 日（土） 

・参加者数：24 名 

 

（４）とやま暮らし体験会等への支援 

R3 年度は実績なし 

 

 

５ 関係人口の創出・拡大 

（１）とやま移住・応援人口創出事業 

都市人材創出オンライン講座「とやまつながるラボ」を開催 

   関係人口の創出を図るため全３回のオンライン講座を実施 

・日 時：１０月５日（火）第1回講座（兼講座説明会） 

          １１月２０日（土）～２１日（日）第2回講座（オンライン合宿） 

     １２月２６日（日）第3回講座（最終発表会） 

・参加受講生数：１６名 
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（２）富山とつながる若者オンラインコミュニティ事業 

全国の富山県出身者等を中心に、若者オンライン交流コミュニティ「T-ROOM」を形成し、ビ

ジネスセミナーや交流イベントの開催、Facebookによる参加者同士の交流等を実施し、関係人

口の創出及び移住・UIJターンの促進につなげるもの。 

  ※T-ROOM会員数：435名（3/15現在） 

 

開催日時 名称 開催場所 主催 委託先 参加人数 

6月18日（金） 
T-ROOM会員限定イベント 

～T-ROOM懇親会～ 
オンライン 

富山県（「くらしたい国、

富山」推進本部） 
北日本新聞社 20 

8月12日（木） 
T-ROOM会員限定イベント 

～お盆交流会～ 
オンライン 富山県（「くらしたい国、

富山」推進本部） 
北日本新聞社 11 

8月25日（水） 
T-ROOM会員限定イベント 

～地域を越えた新しい働き方とは～ 
オンライン 富山県（「くらしたい国、

富山」推進本部） 
北日本新聞社 16 

11月4日（木） 
T-ROOM会員限定イベント 

～第1回就活ラジオ～ 
オンライン 富山県（「くらしたい国、

富山」推進本部） 
北日本新聞社 17 

11月17日（水） 
T-ROOM連続講座 

～キックオフウェビナー～ 
オンライン 富山県（「くらしたい国、

富山」推進本部） 
北日本新聞社 28 

12月15日（水） 
T-ROOM連続講座・第一回 

～自己紹介の企画～ 
オンライン 富山県（「くらしたい国、

富山」推進本部） 
北日本新聞社 23 

12月18日（土） 
T-ROOM会員限定イベント 

～T-ROOM現地交流会～ 
富山県内 富山県（「くらしたい国、

富山」推進本部） 
北日本新聞社 20 

1月12日（水） 
T-ROOM連続講座・第２回 

～なんとかしたいの企画～ 
オンライン 富山県（「くらしたい国、

富山」推進本部） 
北日本新聞社 23 

1月20日（木） 
T-ROOM会員限定イベント 

～第2回就活ラジオ～ 
オンライン 富山県（「くらしたい国、

富山」推進本部） 
北日本新聞社 15 

2月3日（木） 
T-ROOM会員限定イベント 

～語ろう！旅する富山、ふるさと富山～ 
オンライン 富山県（「くらしたい国、

富山」推進本部） 
北日本新聞社 21 

2月9日（水） 
T-ROOM連続講座・第３回 

～未来の企画～ 
オンライン 富山県（「くらしたい国、

富山」推進本部） 
北日本新聞社 20 

2月16日（水） 
T-ROOM会員限定イベント 

～第3回就活ラジオ～ 
オンライン 富山県（「くらしたい国、

富山」推進本部） 
北日本新聞社 20 

 

（３）とやまでお試しテレワーク移住促進事業 

関係人口の創出や、二地域居住、さらには将来的な移住促につなげるため、テレワーカーのお試し

移住への支援や地域課題解決に向けた地域キーマンとの交流を中心としたテレワーク体験ツアー

を実施するもの。 

・とやまでお試しテレワーカー移住助成 交付実績 20 名 

・ワーケーション体験ツアー（３泊４日） ３回実施（７月、８月、11月） 

・首都圏向けオンラインセミナー ２回実施（10月、２月） 

・県ワーケーションサイト「めぐるとやま」の運営 
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（４）とやまワーケーション推進事業 

地域交流、地域貢献活動を含む「コ・ワーケーション」を行う都市部の企業・団体への支援及び受

入れ側の県内市町村及び民間事業者を対象としたワークショップの開催 

・市町村・民間事業者向けワークショップ ７月実施 

 

＜参考＞県関連事業 

○移住者受入モデル地域のトータルサポート 

  県外から県内への移住を促進するため、移住者を受け入れようとする意欲のある地域を「移住

者受入モデル地域」として選定し、当該地域による①移住者受入促進計画の作成及び実施、②空

き家等を活用した宿泊体験・交流施設の整備、③施設・備品整備の環境づくりを、市町村と連携

して総合的に支援。［ モデル地域数（R３）：５市１町（８地域）］ 

 

モデル地域の概要 

朝日町笹川地域 

実行委員会名：かかやきプロジェクト実行委員会（設立日 H25.12.20） 

委員長   ：竹内寿実 氏（委員 26 名、支援者 5名、有識者 4名）計 35名 

目指すべき姿：子供の声がこだまする「安全・安心な里」笹川を目指す 

 

 

 

 

 

 

 

高岡市金屋町  

実行委員会名：金屋町元気プロジェクト（設立日 H25.11.25） 

委員長   ：加藤昌宏 氏 

（委員 31名、アドバイザー2名、オブザーバー3名、１法人）計 36 名・１法人 

目指すべき姿：高岡鋳物発祥の地として、地域住民が住みやすい街、来訪者が訪れたく、住みた

くなるような街づくり 
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南砺市城端地域 

実行委員会名：城端生き活きプロジェクト（設立日 H25.12.5） 

委員長   ：古軸裕一 氏 

目指すべき姿：城端曳山祭などの伝統文化を継承する町として、来訪者が通いたくなる、もっと

深く知りたくなる、ここで暮らしたくなる、ここで結婚したくなる、ここで仕事

したくなる、まちづくり 

 

 

 

 

 

 

 

南砺市利賀地域 

実行委員会名：利賀地域定住促進事業実行委員会（設立日 H25.12.5） 

委員長   ：宮崎和也 氏 

目指すべき姿：国内外の舞台芸術家が空き家を有効に活用し、利賀に滞在しながら創作活動を行

う環境を整えることにより、地域としての魅力を上げ、演劇関係者以外の移住者

を増やし、併せて演劇を支える人材の定住化を目指す 

 

 

 

 

 

 

氷見市速川地域 

実行委員会名：速川地区定住促進委員会（設立日 H27.11.2） 

委員長   ：山崎 勇二 氏（委員 19 名・1法人）計 19 名・1法人 

目指すべき姿：移住者の受け入れや人口流出の減少で地域が元気になり、コミュニティが充実し

た農山村（暮らしやすい農山村・訪れたくなる農山村） 
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魚津市片貝地域 

実行委員会名：片貝来られプロジェクト（設立日 H29.1.19） 

委員長   ：伊藤 甚宰 氏（委員 26名）計 26名 

目指すべき姿：20,30,40 代の若い世代が定住し、活気ある地区になることを目指す。 

 

 
 

 

 

 

射水市内川地域 

実行委員会名：うちかわ移住者受入モデル地域支援事業実行委員会（設立日 H30.5.9） 

委員長   ：松原 穂積 氏（委員 22名）計 22名 

目指すべき姿：①町並み景観を残しながら、移住・定住者が増えるまち 

        ②地域ぐるみで移住・定住者を支援するシステムができ、まちの祭り・伝統・行

事をともに支えるまち 

               ③内川沿いに若者向けの個性ある店が誘致され、新たな人の流れが既存商店街に

も賑わい効果をもたらすまち 
 

 

 

 

 

 

氷見市論田・熊無地域 

実行委員会名：ろんくま移住促進委員会（設立日 R3.6.26） 

会 長   ：内 毅 氏（会員 36名）計 36名 

目指すべき姿：移住者の受入れを促進し、持続可能な地域となることを目指す 

       伝統無形文化財「藤箕
ふ じ み

」の技術伝承や、特産品の開発・生産を通じ、地域の魅力

を発信し、交流・関係人口の拡大を目指す 

 

 

 

 

 

 

○移住促進のための空き家改修支援 

 空き家を活用した県外から県内への移住促進を強化するため、県外からの移住者を対象とした個

人の空き家改修について、市町村と連携しモデル的に支援  


