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諏訪圏移住交流推進事業連絡会とは

幹 事 (企画宣伝) 幹 事 協力会員

長野県宅建協会 諏訪支部 岡谷商工会議所 ハローワーク

諏訪圏移住相談センター 諏訪商工会議所 楽園信州ちの

諏訪圏移住交流協会(移住者の会) 茅野商工会議所 諏訪地区宅地建物取引業者会

長野県 諏訪地域振興局 下諏訪商工会議所 茅野・原宅地建物取引業協会

岡 谷 市 富士見町商工会 楽ちの倶楽部 移住者ｺﾐｭﾆﾃｨｸﾗﾌﾞ

諏 訪市 原村商工会 長野県建設業協会 諏訪支部

茅 野 市 長野県建築士会 諏訪支部

下諏訪町 金融機関

富士見町 他

原 村

自治体

自治体(県・6市町村)・民間・移住経験者で６年前発足
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原村と茅野市は移住者受け入れ体制スタート

宅建協会諏訪支部でふるさと回帰フェア(東京) 視察

諏訪6市町村に呼びかけ ふるさと回帰フェアへ
諏訪圏で 早稲田大学1教室貸切 大型バス43名上京

諏訪圏移住交流推進事業連絡会
発足から現在まで・・・

人口減少問題に自治体の危機感に温度差がある。他県の移住促進取

組を感じて欲しかった。 発起人 宅建協会 諏訪支部長
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・宅建協会諏訪支部と諏訪地方事務所商工観光課と諏訪6市町村
移住促進担当者との「合同行政懇談会」を月に１回開催。

・諏訪６市町村 合同移住ガイド １万部作製・配布
・平成26年1月 「諏訪圏移住交流推進事業連絡会」設立
自治体と宅建協会の他に、移住促進民間団体と移住者の会も加わり
官民協働事業としてスタート

諏訪圏移住交流推進事業連絡会
発足から現在まで・・・
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・ 合同移住セミナー開催 中島副知事 基調講演 ふるさと回帰支援ｾﾝﾀｰ
・ 山麓コース・諏訪湖周コース 現地見学会バスツアー
・ ふるさと回帰ﾌｪｱ・楽園信州移住セミナー・都心の移住イベントに参加
・ ホームページ作成・6市町村合同移住ガイドブック作成 ･･･等
・ 諏訪圏移住交流推進事業連絡会 月１～２回 幹事会開催

諏訪圏移住交流推進事業連絡会
発足から現在まで・・・

長野県元気づくり支援金4/5 宅建協会諏訪支部 1/5
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元気づくり支援金事業

● 諏訪圏ＰＲセミナー参加・イベント開催 12回
・諏訪圏移住相談センター 専任の移住相談員との連携・協力

● 銀座NAGANOを会場とした移住ＰＲイベント ２回
・諏訪の魅力体感 信州・諏訪のファン層ターゲット

● 現地見学会（空き家+生活環境） 1回 （各市町村単独開催は除く）

● 諏訪圏移住交流協会(移住者の会) 本格的活動開始
・移住者交流会イベント3回
・高原朝市にてＰＲ・相談会16回

● 情報発信の強化 ホームページ増頁・ＳＮＳ発信・バナーリンク
● 合同ガイドブックリニューアル・ＰＲグッズの作成
● 諏訪圏の商工会議所・商工会との連携

そして･･･



7 銀座NAGANO
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銀座NAGANO 諏訪の魅力体感セミナー①

信州味噌
味噌ﾎﾞｰﾙ作り体験

移住体験談 & 諏訪の
暮らし動画鑑賞



9 銀座NAGANO
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・１ 時限目 動画で移住物件ツアー ナレーションによる説明付き
・２ 時限目 二拠点居住のすすめ 生活拠点を複数持つライフスタイル
・３ 時限目 不動産広告の比較と見方 メリット・デメリット 地方版
・４ 時限目 ホームインスペクションとは 中古住宅取引と瑕疵保険
・5 時限目 移住・不動産 個別指導

銀座NAGANO 諏訪の魅力体感セミナー②

諏訪圏不動産学園 開校

【休み時間】
珈琲ブレイク

【テスト】
アンケート記入

【補習】
移住物件を
動画で見学

【出張相談】
移住ｺﾝｼｪﾙｼﾞｭ応対
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東京 ふるさと回帰支援ｾﾝﾀｰ
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諏訪6市町村合同移住セミナー ◆先輩移住者さんと

わーくわく交流会

先輩移住者さん6名に
本音を聞いちゃおう

仕事・住まい・暮らし
情報がいっぱい

この交流会がきっかけで
年内移住された方が5名

移住ｺﾝｼｪﾙｼﾞｭ・
ハローワーク同席

空き家情報 不動産の
プロが4名応対

他の移住希望者さんの
話も参考になるね

東京 ふるさと回帰支援ｾﾝﾀｰ
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ふるさと回帰ﾌｪｱ
2017

全国の市町村が大集合

東京国際フォーラム



14

三県合同移住セミナー
（長野・山梨・静岡）

諏訪圏の特産物販売
プルーン・生花 温泉のある暮らしブースに

移住者の会がＰＲ・相談御柱の法被で
諏訪圏全体を

ＰＲ

東京 交通会館
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ふるさと回帰ﾌｪｱ2017

諏訪湖周
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移住下見バスハイク

下諏訪町 橋本政屋

古民家で移住者交流会

紫蘇ジュース・お漬物・採れたて野菜
・寒天寄せ・とうもろこし

信州風 お茶のおもてなしに感激

諏訪湖周の空き家・病院・
大型ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰ等
生活圏をバス巡り

岡谷・諏訪・下諏訪
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諏訪市
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移住者交流会①

古民家で紅茶と音楽を
楽しむ優雅なひととき。
移住された方・二地域居住
・移住検討中・地元の方の

ネットワークづくり

10代～80代
60名のご参加
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下諏訪町
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移住者交流会②

二地域居住の
ローフードマイスターに教わる
諏訪地方の「食と暮らしの魅力」

ローフード（加熱しない食事）は、
移住者さんの方が良くご存じで関心が深く。

外から見た諏訪の魅力再発見
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（長野県主催）

セミナー用PRグッズ
目立ちます!!

東京・名古屋 計7回参加
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Ｈ26年度 Ｈ27年度 Ｈ28年度

岡谷市･諏訪市･茅野市･下諏訪町･富士見町･原村 合同移住ガイドブック
移住者さんの体験談／暮らしの情報／諏訪圏の地図／等
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そして、三年間
元気づくり支援金事業終了した

平成29年度は･･･

諏訪6市町村 + 宅建諏訪支部 +α
負担金で活動パワーアップ

●諏訪圏移住相談センター
●移住者の会（すわなかま）

移住者さんのﾈｯﾄﾜｰｸ構築・ﾌｫﾛｰｱｯﾌﾟ

民間も



諏訪圏移住交流推進事業連絡会の民間も活動 !

幹 事 (企画宣伝) 幹 事 協力会員
長野県宅建協会 諏訪支部 岡谷商工会議所 ハローワーク

★諏訪圏移住相談センター 諏訪商工会議所 楽園信州ちの

★諏訪圏移住交流協会
（移住者の会）すわなかま

茅野商工会議所 諏訪地区宅地建物取引業者会

長野県 諏訪地域振興局 下諏訪商工会議所 茅野・原宅地建物取引業協会

岡 谷 市 富士見町商工会 楽ちの倶楽部 移住者ｺﾐｭﾆﾃｨｸﾗﾌﾞ

諏訪市 原村商工会 長野県建設業協会 諏訪支部

茅 野 市 長野県建築士会 諏訪支部

下諏訪町 金融機関

富士見町

原 村
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諏訪圏移住相談ｾﾝﾀｰ

移住ｺﾝｼｪﾙｼﾞｭ
ﾜﾝｽﾄｯﾌﾟ相談
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・諏訪広域（岡谷・下諏訪・諏訪・茅野・原村・富士見）まるごと移住相談

・仕事・住まい・暮らしワンストップの相談

・休日も対応（要 事前予約）・出張移住相談会
就職支援 空き家

高原朝市 たてしな自由農園

下諏訪 スメバ!

諏訪東京理科大 講義

富士見 森のｵﾌｨｽ移住相談ｾﾝﾀｰ
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諏訪圏移住相談センター & すわなかま

in原村高原朝市 出張移住相談 夏季土日休日開催

原村



山が好きだから
信州・諏訪に移住しました!!
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移住後の楽しみ ガーデニング

・移住された方・二地域居住の方
・移住検討中の方・地元の方を繋ぐ
オープンガーデン 移住者交流会 8回開催

下諏訪町・岡谷市・茅野市
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を持ち寄り 活け花
20鉢の花に囲まれて 地元野菜のLunch交流会

茅野市
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蔵・鏝絵 集落巡り
フルーツほおずき狩り

移住先の古民家でジャム作り

茅野市
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先輩移住者が諏訪圏で待っています♪

楽しい暮らしをサポート・リアルな相談に応じます。
お得な暮らし情報・美味しい情報・移住者さんのお店～起業応援
メルマガ登録の方に 毎月楽しい情報発信しています。

無農薬バラ摘み体験

酒蔵呑み歩き

高原ｶﾌｪ巡
り

霧ヶ峰ﾊｲｷﾝｸﾞ

Open garden

原村朝市

寒天･漬け物･伝統食

鏝絵･ 蔵歩き

登山
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岡谷市
諏訪湖

下諏訪町

諏訪市

富士見町

原村

茅野市

八ヶ岳

ご清聴ありがとうございました。
google


