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1 北海道 74
富山県（「くらしたい国、富山」推進本部）、富
山くらし・しごと支援センター、富山市、氷見市、
射水市、砺波市、小矢部市、南砺市、上市町

○ 147 津山広域事務組合

2 北海道宗谷総合振興局 75 石川県 ○ 148 瀬戸内市 裳掛地区コミュニティ協議会

3 オホーツクＡＩ推進協議会 76 能登定住・交流機構 149 岡山県美作市 ○

4 十勝圏複合事務組合 77 （公財）いしかわ農業総合支援機構 150 広島県府中市

5
北海道移住促進協議会・
NPO法人住んでみたい北海道推進会議

○ 78 石川県金沢市 151 広島県庄原市 ○

6 北海道芦別市 79
七尾市移住定住促進連絡協議会
（石川県七尾市）

152 広島県廿日市市

7 北海道名寄市 ○ 80 石川県珠洲市 ○ 153 山口県 ○

8 北海道せたな町 81 石川県加賀市 山口県下関市

9 北海道由仁町 82 石川県かほく市 山口県長門市 ○

10 北海道東川町 83 石川県能美市 155 山口県山口市

11 北海道礼文町 ○ ○ 84 石川県穴水町 156 山口県防府市

12 北海道利尻町 85 石川県能登町 157 山口県柳井市 ○ ○

13 北海道新ひだか町 86 福井県 ○ 158 山口県周南市 ○

14 青森県 87 福井県福井市 159 周防大島町定住促進協議会 ○

15 青森県弘前市 ○ 88 福井県勝山市 160 「とくしま」ふるさと回帰推進協議会 ○ ○ ○

16 青森県青森市 89 福井県おおい町 161 「四国の右下」若者創生協議会

17
青森県八戸市
八戸圏域定住自立圏

90 福井県若狭町 ○ 162 徳島県阿波市

18 青森県おいらせ町 91
富士の国やまなし移住・
交流推進協議会

163 徳島県美馬市

19 岩手県 ○ 92 山梨県甲斐市 ○ 164 徳島県西部総合県民局

20 岩手県一関市 ○ 93 田舎暮らし「楽園信州」推進協議会 ○ 165 徳島県三好市 ○

21 岩手県雫石町 94 長野県長野市 ○ 166 徳島県勝浦町 ○

22 宮城県 ○ 95 長野県上田市 ○ 167 徳島県美波町

23 宮城県栗原市 96 長野県須坂市 ○ 168 香川県観音寺市 ○

24 おおさき移住支援センター
ｃｕ：ｒｕｓ くーらす（宮城県大崎市）

○ 97 長野県小諸市 ○ 169 愛媛ふるさと暮らし応援センター

25 宮城県七ヶ宿町 98 長野県伊那市 ○ 170 愛媛県松山市

26 宮城県川崎町 99 長野県駒ヶ根市 171 特定非営利活動法人
ＮＰＯしまなみアイランド・スピリット

○

27 宮城県丸森町 100 長野県大町市 ○ 172 もんてくる（愛媛県宇和島市）

28 秋田県 ○ 101 長野県箕輪町 173 愛媛県伊予市 ○

29 秋田県能代市 ○ 102 長野県飯島町 ○ 174
愛媛県伊予市（まちづくり学校
双海人（ふたみんちゅ））

○

30 秋田県大館市 ○ 103 長野県宮田村 ○ 175 愛媛県四国中央市

31 秋田県湯沢市 104 長野県松川町 ○ ○ 176 愛媛県西予市／(農)無茶々園 ○

32 秋田県鹿角市 ○ 105 南信州・喬木村（たかぎむら） 177 愛媛県内子町

33 秋田県北秋田市 ○ 106 長野県小谷村 178 高知県/大豊町/本山町/土佐町/土佐市/
仁淀川町/須崎市/黒潮町/土佐清水市/三原村

○

34 秋田県仙北市 107 岐阜県 ○ 179 高知県高知市 ○

35 秋田県美郷町 108 岐阜県大垣市 180 高知県香南市

36 秋田県羽後町 ○ 109 岐阜県高山市 181 高知県四万十町 ○

37 山形県 110 岐阜県瑞浪市 182 福岡県八女市

38 山形県米沢市 ○ 111 岐阜県山県市 183 福岡県筑後市

39 山形県鶴岡市 112 岐阜県輪之内町 ○ 184 福岡県糸島市 ○

40 山形県酒田市 ○ 113 岐阜県七宗町 ○ 185 福岡県志免町

41 山形県寒河江市 ○ 114 岐阜県白川町 ○ 186 佐賀県

42 山形県 置賜地方 115 静岡県 187 佐賀県佐賀市 ○

43 山形県白鷹町 116 静岡県静岡市 188 佐賀県多久市

44 山形県遊佐町 117 静岡市オクシズ 大川地域振興協議会 189 佐賀県江北町 ○

45 福島県 ○ 118 愛知県 190 長崎県

46 福島県南会津地方振興局 119 三重県 ○ 191 熊本県 ○

47
福島県県南地方 定住・
二地域居住相談所 ラクラスしらかわ

120 三重県尾鷲市 ○ 192 熊本県菊池市 ○

48 歳時記の郷 奥会津 121 三重県熊野市 193 熊本県天草市 ○

49 福島県福島市 122 三重県多気町 194 熊本県湯前町

50 福島県郡山市 123 三重県大台町 ○ 195 大分県 ○

51 福島県南会津町 124 滋賀移住・交流促進協議会 196 大分県別府市

52 茨城県 125 滋賀県高島市 ○ 197 大分県日田市 ○

53 茨城県（県北） 126 京都府 198 大分県臼杵市

54 茨城県常陸太田市 127 京都府宮津市 199 大分県豊後高田市

55 茨城県笠間市 ○ 128 京都府南丹市 200 大分県杵築市 ○

56 茨城県大洗町 129 兵庫県 201 大分県宇佐市

57 茨城県利根町 130 兵庫県神戸市 202 大分県豊後大野市 ○

58 栃木県 ○ 131
マチトイナカ交流推進協議会
（兵庫県洲本市）

203 大分県国東市

59 栃木県那須烏山市 132 兵庫県養父市 204 大分県日出町 ○

60 群馬県 133 兵庫県丹波市 205 宮崎県

61 群馬県桐生市 134 兵庫県朝来市 ○ 206 宮崎県都城市

62 群馬県みなかみ町 135 奈良県 207 宮崎県小林市 ○

63 千葉県 136 奈良県奈良市 208 宮崎県高鍋町

64 千葉県館山市 137 奈良県吉野町 ○ 209 鹿児島県 ○

65 千葉県勝浦市 138 奈良県川上村 ○ 210 鹿児島県阿久根市

66 鴨川市ふるさと回帰支援センター 139 鳥取県移住定住サポートセンター 211 鹿児島県薩摩川内市

67 千葉県君津市 140 鳥取県岩美町 ○ 212 鹿児島県曽於市 ○

68 いすみ市定住促進協議会 141 島根県（ふるさと島根定住財団） ○ 213 鹿児島県霧島市 ○

69 にいがた暮らし相談窓口（新潟県） 142 島根県雲南市 ○ 214 鹿児島県さつま町

70 新潟県新潟市 143 島根県川本町 215 屋久島大使館

71 新潟県三条市 144
和歌山県、紀美野町、日高川町、
田辺市、那智勝浦町、北山村

216 鹿児島県瀬戸内町

72 新潟県燕市 ○ 145 岡山県 ○ 217 沖縄県

73 新潟県妙高市 146 岡山県 倉敷市・高梁川流域圏 ○ 218 新潟県長岡市

＊内容につきましては、当日一部変更となる場合がございます。

154

JOIN移住・交流＆地域おこしフェア　【 移住・交流ブース 出展一覧 】


