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相談者に寄り添った質の高い相談と
全国ネットでの移住の推進
ふるさと回帰支援センター
－「中期ビジョン：目標と実行計画」－

私たちがめざす「ふるさと回帰運動」
この国の現状は、農林漁業の衰退とともに担い手の減少と高齢化が加速度的に
進み、国民にとってかけがえのない資源である田畑や森林の荒廃が各地で顕在化
しつつあります。こうした地域では、新しい定住・交流人口の拡大や新規就業者
の確保が地域社会の維持にとって重要な課題になっています。
私たちは、都市と農山漁村のこのような現実を直視し、都市生活者が安心して
農山漁村に回帰できる環境や情報の整備を促進し、都市生活者の多様なふるさと
回帰への道案内をして行こうとするものです。
そして、このふるさと回帰・循環運動により、多くの国民がそれぞれのライフ
サイクルに合わせて自由に都市と農山漁村を回帰・往還する新しい持続可能な循
環型社会の形成を展望するものです。
以上の文章は、2002 年 11 月 2 日に開催された「NPO 法人 ふるさと回帰支援セ
ンター設立記念シンポジウム」で採択されたアピールの一節です。
私たちふるさと回帰支援センターは、こうした考え方に沿って 15 年間運動に
取り組んできました。
そして、これまで何ができて、何ができていなかったのか、内外情勢の変化の
中で何が変わり、どんな課題を抱え、どう運動を強化していくべきなのかを「中
期ビジョン：目標と実行計画」としてまとめました。
このビジョンは、当面の３年間を展望した運動の方向性を示すものであり、毎
年の事業計画の中で、順次、具体化していくものです。
ふるさと回帰支援センターで働く職員はもとより、協力団体や自治体関係者等
の皆さんに「中期ビジョン」の考え方を理解していただき、具体化に取り組んで
いく所存です。
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１．なぜ、いま「中期ビジョン」が必要なのか
(1)ふるさと回帰支援センターは「認定ＮＰＯ法人」である。ＮＰＯとは、営利
を追求する団体や企業とは違って「社会貢献」や「公共の利益」を実現するた
めに活動する特定非営利団体のことである。
ふるさと回帰支援センターは、定款の中で、設立の目的として「都市生活者
が地方・農山漁村または中山間地域に就農・就業あるいは定住・一時滞在する
ことに対して、必要な情報の提供、支援に関する諸事業を行い、地域社会の振
興・発展と循環型生活文化の推進による環境の保全をはかり、もって国土の均
衡ある発展・国民生活の向上に寄与する」と明記している。
私たちのふるさと回帰支援センターは、営利が目的ではない、“新しい公共”
の立場に立って社会的な役割を担う団体である。
(2)ふるさと回帰運動は、連合の政策・制度要求として「自然豊かなふるさとで
暮らそう 100 万人のふるさと回帰運動」として提案され、JA 全中等が中心とな
っていた「食料・農林漁業・環境フォーラム」の中にプロジェクトを設置して
検討された。
そして、2002 年 11 月にふるさと回帰支援センターが設立され、今年 11 月で
結成 15 年を迎える。
(3)ふるさと回帰支援センターを取り巻く情勢は、2014 年秋の政府の「まち・ひ
と・しごと創生本部」の立ち上げもあって大きく変化した。
具体的には、創生本部の地方創生推進交付金の自治体への交付もあって、2015
年 4 月以降、道府県のふるさと回帰支援センターへのブース開設と移住相談員
の配置が相次ぎ、2016 年 10 月の北海道の移住相談員配置によって、44 道府県
がふるさと回帰支援センターに結集し、若い相談員を中心に職員は約 70 名とな
った。
(4)こうしたことから、ふるさと回帰運動の歴史や現状に対する認識・課題、今
後の目標などの問題意識の共有化をはかり、何を変えて、何を変えないのかを
明確にしながら、次のステップに向かって改革を進めていく必要がある。その
ことは、従来からの顔の見える少人数の NPO 体質から脱皮し、全国ネットでふ
るさと回帰運動を推進する組織に発展していくことである。
(5)今秋のふるさと回帰支援センター設立 15 年という節目を捉えて、当面３年
後を展望した中期ビジョンを提起し、関係者全体の共通認識を醸成して、ベク
トル合わせをしながら今後の運動をめざす必要がある。
(6)中期ビジョンの策定にあたっては、多くの関係者が議論に参加することを通
じて現状認識と問題・課題の共有化を図り、中期ビジョンを作り上げていくと
いうプロセスを重視する。
また、
「実行計画」は、できるものから順次実践に移すことにする。
２．設立から 15 年間をふりかえって
(1)第 1 期(2002 年～2008 年)
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①2007 年から団塊の世代が 60 歳定年を迎えることを想定し、団塊の世代の定年
後の田舎暮らしを応援することを目的に、2002 年 11 月に連合や JA 全中など 10
団体で NPO 法人ふるさと回帰支援センターを設立した。
②2004 年に、３大都市圏に勤務する連合組合員５万人アンケート調査で約４割
の連合組合員が定年後に田舎暮らしを希望していることが明らかになった。
③2005 年 9 月に第１回目の「ふるさと回帰フェア」を大手町で開催し、参加自
治体は 23 道府県 48 自治体、参加者は 8,500 人で、翌 2006 年は 35 道府県 101
自治体、参加者は 1 万 4,500 人に増加した。以降 2008 年まで大手町界隈で開催
した。2009 年以降は会場を早稲田大学に移して 5 回開催し、2014 年から有楽町
の国際フォーラムで開催している。
2008 年からは大阪でも「ふるさと回帰フェア」を開催し、翌 2009 年には大阪
ふるさと回帰支援センターが立ち上がった。
④ふるさと回帰支援センターは、設立当時の目的もあって、当時の相談件数は、
団塊の世代以上のシニア世代(50 代から 70 代で相談全体の約 70％)を中心に月
に 20～30 件程度であった。
⑤2006 年には、知事のリーダーシップもあってはじめて福島県がふるさと回帰
支援センターに移住相談員を配置し、県下の市町村もワンストップの移住相談
体制を確立するなかで、2008 年から 3 年間移住希望ランキング１位となった。
⑥2008 年にリーマン・ショックがおこり、雇用対策・緊急経済対策の一環とし
て、農水省が都市から地方へ若者を送り出す｢田舎で働き隊！｣という研修事業
を開始した。
ふるさと回帰支援センターは、2008 年に北海道大学観光学研究センターと連
携し、同大学の東京オフィスを利用して首都圏の若者を対象とした「ふるさと
起業塾」を始めた。これらの活動の蓄積をもとに、補助事業として｢田舎で働き
隊！｣事業を３年間実施し、財政的にも事務局運営にも一定の方向性を見出した。
(2)第２期(2009 年～2013 年)
①2009 年 9 月に民主党政権が誕生し、公共事業による雇用創出ではない、地域
に根ざした雇用の創出をめざす地域社会雇用創造事業がスタートした。
そして、ふるさと回帰支援センターが提案した地域における農村の六次産業
化による起業をめざす「農村六起」が、他団体とともにこの事業として採用さ
れた。2010 年から２年間、北海道から沖縄までの各地の大学と連携し、起業家
の育成をめざして 3,500 人を超えるインターンシップ事業を実施した。さらに
事業の修了生を含めて全国で 100 人の起業家を輩出し、この起業家は現在も各
地で活躍している。
②2011 年 3 月に東日本大震災が発生し、首都圏から地方への“疎開的移住”と
も言える人の動きがおこりはじめた。
ふるさと回帰支援センターの相談も、これまで少なかったファミリー層の 30
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代・40 代の相談が急増するとともに、原発事故の影響もあって、西日本への移
住希望者も増加してきた。
こうした現役世代の地方志向をとらえ、2012 年には岡山県、次いで山梨県、
青森県、広島県などで移住相談員を配置する県が増加することになった。
③東日本大震災からの復興支援事業を、地域社会雇用創造事業で行うプログラ
ムが 2012 年に政府から提案された。ふるさと回帰支援センターは「復興六起」
として、農村の６次産業化で起業家を育成し、震災からの復興を支援する立場
で参加した。
岩手・宮城・福島・茨城の県北地域を対象に、95 人の起業家の育成と 350 人
のインターンシップを行った。このプログラムで起業家と認定された方々の事
業は現在も被災地で継続している。
④以上の、
「農村六起」と「復興六起」という２つの補助事業に取り組んだこと
が、ふるさと回帰運動の全国化につながり、2006 年度 2,475 件の移住相談が 2009
年度 3,823 件にまで拡大した。
(3)第 3 期(2014 年～)
①2014 年 5 月、日本創生会議が「ストップ少子化・地方元気戦略」(略称「増田
レポート」)と題する提言を発表した。
その中で、
「地方から東京への人口流出を押しとどめ、地方再生に向けた手を
打たないと､全国約 1,800 の自治体のうち、ほぼ半数の 896 の市区町村が 2040
年までに消滅の可能性に直面する」という試算を示し、自治体関係者を中心に
大きな衝撃を与えた。
②こうした状況の中で、同年秋に政府内に「まち、ひと、しごと創生本部」が
立ち上がり、同年 12 月、
「まち、ひと、しごと創生法」に基づいて 2015 年度か
ら 2019 年度まで 5 年間の「まち・ひと・しごと創生総合戦略」が閣議決定され、
同時に地方版総合戦略の策定も進められることになった。
③2015 年以降、地方版総合戦略に基づいた地方創生関連交付金を活用した移住
関連予算の拡充と、その交付金を活用した専属相談員の配置依頼が増え、ふる
さと回帰支援センターは、これまでの 5 県に加えて、2015 年 4 月から新たに 22
県１政令都市がブースを開設して移住相談員を配置した。
また、ふるさと回帰支援センターの移住相談件数は月平均 2,000 件を超え、
2015 年は前年比 1.7 倍の 2 万 1,584 件まで急増した。これらは、特にセンター
内での移住相談会・セミナー開催数の倍増によるものと考えられる。
④2016 年 7 月には移住推進とふるさと回帰支援センターへのブース開設や移住
相談員の配置を希望する全国各県の要望に応えるため、東京交通会館の 5 階と 6
階に分散していた事務所を 8 階１か所に集約した。10 月には北海道も参加して
44 道府県が一堂に会する一大移住相談センターが立ち上がり、北海道から沖縄
までの移住相談がワンストップでできる体制が確立した。
これらに伴って移住相談件数はさらに伸び、2016 年 11 月には１か月の相談件
数が 3,000 件を超え、年間でも 2 万 6,426 件に達した。
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(4)近年の特徴
①ふるさと回帰支援センターは、当初、団塊の世代の定年後の田舎暮らしを応
援するために設立された。
そのため、2002 年の設立から 2008 年までの移住希望者は 50 代・60 代・70 代
が主流で約 7 割を占めていたが、2015 年から 2016 年では 20 代、30 代、40 代の
働き盛りの年代が約 7 割を占めるなど、ふるさと回帰運動の主流は、当初考え
ていた団塊世代の田舎暮らしを応援する取り組みから、働き盛りを中心とした
ものに大きく変化した。
②東日本大震災が起きた 2011 年以前のふるさと回帰運動は、定年後の「農ある
暮らし」を求め、中山間地での田舎暮らしを希望するシニア世代が中心であっ
た。しかし、東日本大震災以降、特に 2014 年からは地方都市への移住希望が増
加してきている。
その背景には、東日本大震災をきっかけとしたふるさとの“絆”の再評価に
加えて、2008 年のリーマン・ショックを契機とした日本型雇用慣行の本格的な
見直しと非正規労働者の急増等によって、大都市での暮らしに希望が持てなく
なった若者が増加してきていることが想定できる。こうした若者は、農業など
の第 1 次産業への就労よりも、地方の企業へ就職を希望する人が多く、就職に
有利な地方都市への移住につながっている。
③以前のふるさと暮らしの希望者は大都市から地方への I ターン者の割合が
80％前後を占めていたが、2013 年から 2015 年の２年間で 15％以上も U ターン
者が増加し、全体の 36％を占めることになった。特に 20 代では U ターン者が
41％を占めている。当初想定していた団塊の世代ではなく、若年層で「ふるさ
と回帰」志向が進んでいる。
また、近年の移住者の急増によって、全国各地に移住者が点在し、迎え入れ
る側の地方の抵抗が少なくなった。その結果、
「普通の人が普通のこと」として
田舎暮らしを楽しむようになってきた。
④以上のような、地方への移住者の増加は今後とも続くと思われる。
それは、非正規雇用から正規雇用への転換や都市での子育て環境がなかなか
改善されず、首都圏での直下型地震の可能性も取り上げられていることもある
からである。
そして何よりも、経済的な豊かさだけではない精神的な豊かさを重視するな
ど、多様な価値観を持つ人たちや新しい価値観を重視する人たちが若年層を中
心に増加していることも大きい。
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※グラフ２：センター利用者の年代の推移(東京：2008～2016 年)
３．ふるさと回帰支援センターを取り巻く情勢
(1)外的要因による変化と現状
①「東京一極集中」が進むなかで、2014 年秋に政府の「まち･ひと・しごと創生
本部」が設立されるなど、地方創生が国の大きな政策課題になり、国からの地
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方創生関連の各種交付金を活用した地方自治体の移住･定住の“受け皿”作りが
進みつつある。
しかし、
「まち、ひと、しごと創生総合戦略」は、2015 年度から 2019 年度ま
での 5 年間であることから、ふるさと回帰支援センターがそれ以降の自立的な
活動をどう進めていくのか、そのための財政基盤の強化をどうしていくのか早
急な検討と対策が必要になっている。
②東日本大震災と原発事故、保育所不足などの都市での困難な子育て環境、派
遣労働などの非正規雇用の増加と格差の拡大などの時代の閉塞感が深まる中で、
若年層・中堅層を中心に田舎暮らしの希望者が急増するなど、経済的な豊かさ
だけではない精神的豊かさを重視するという価値観の転換が進みつつある。
③移住・定住は、自治体との連携強化が重要である。しかし、移住・定住を各
自治体が本格的に取り組みはじめたのが「まち、ひと、しごと創生本部」設立
以降であることから、自治体間の問題意識や取り組みの格差が大きく、また、
政策の優先順位が低い自治体も多い。
また、雇用関連等部局との連携が不十分な自治体も見られる。
近年の若年・中堅層の働き盛り世代の移住希望が増加している現状のなかで、
移住先での仕事を確保することは、住宅の確保や子育て・子どもの教育環境の
整備と合わせて重要な課題となっているが、まだ対応は十分とはいえない状況
にある。
(2)内的要因による変化と現状
①地方創生が国の大きな政策課題になり、国からの地方創生関連の各種交付金
を活用した地方自治体の移住・定住の“受け皿”作りが進みつつあるなかで、
2015 年度以降、センターの移住相談件数が急増している。
②急増する移住相談に対応するため、2015 年以降、相談員を大幅に増員したが、
目の前の相談をこなすことが精一杯で、相談員の育成を通じた相談の質的向上
が不十分であったことは否めない。
相談員の人材育成は、相談の質的向上をはかり、ふるさと回帰支援センター
の存在感を内外に示し、他団体との優位性を確保していく上で極めて重要であ
る。こうした観点からも、人材育成はふるさと回帰支援センターにとって中期
的な“投資”であるといっても過言ではない。
経験と勤続年数を重ねながら能力を高め、能力と成果に応じてステップ・ア
ップしていくことが、職員のやる気を引き出し、質の高い相談にもつながり、
ひいてはふるさと回帰支援センターの存立基盤を強化していくことにもつなが
っていく。
③特に、相談員の人材を育成し、相談の質を高めていくためには、相談員の定
着化が必要である。結婚しても、子どもができても、目標を持って働き続けら
れる“持続可能な働き方”をめざしていくことが重要である。
４．当面の課題
7

(1) 相談者に寄り添った質の高い相談活動
ふるさと回帰運動は、ふるさと回帰支援センター設立以来、移住・定住希望
者の目線で取り組むことを基本に取り組んできた。しかし、都市から地方への
移住・定住の流れが国民的運動として定着しつつある中で、組織の拡大に伴っ
てややもすれば官僚的対応が散見されるようになってきた。
設立 15 年という節目の年に当たって、センターを立ち上げた時の“志”や、
営利を目的とはしないで社会的な役割を担うという NPO としての基本を忘れず
に、移住・定住希望者の目線でこの運動に取り組む必要がある。
(2)事業の拡大と財政基盤の強化
ふるさと回帰支援センターの財政基盤は、協賛団体や会員の会費などで成り
立っているが、多くはブース開設や移住相談員の配置などの移住・定住に取り
組む各自治体からの業務委託によるものである。
こうしたことから、
「まち・ひと・しごと創生本部」の取り組みの如何にかか
わらず、ふるさと回帰運動がわが国における地域づくりの中心的な政策として、
持続可能な形で今後とも継続できる組織的・財政的基盤を確立していくことが
喫禁の課題となっている。
そのためにも、質の高い相談をはじめ、移住・定住を推進するセンター自ら
の取り組みと合わせて、自治体や各級議員との連携を密にしてふるさと回帰運
動の“応援団”を作りながら、各自治体での移住・定住の政策優先順位を高め、
自治体予算の獲得につなげていく必要がある。
(3)人材育成を通じた優位性の発揮
いわゆる「新しい公共」と位置付けられる非営利の NPO としての社会的な役
割を踏まえながら、営利を求める他の団体や人材派遣業との優位性を発揮し、
ふるさと回帰支援センターの存在感を内外に示していく必要がある。
センターが、今後とも地方への移住・定住の中心的役割を発揮していくため
には相談員・職員の人材育成と定着が必要であり、そのためにも人事・賃金諸
制度の整備や内外研修の充実、OJT を通じた人材育成が重要である。
(4)問題意識の共有化
ふるさと回帰支援センター全体で活動を進めていくためには、センター内で
課題や問題意識の共有化を図り、合意形成のプロセスを重視して意思決定の透
明性を高める必要がある。
そのためには経営側と中間管理職、現場相談員・職員との“風通し”を良く
していく必要がある。
(5)情報発信力の強化
センターの情報をタイムリーに外部に発信し、移住に関する専門的なＮＰＯ
組織として移住・定住希望者や自治体・自治体議員等にその存在感を示してい
く必要がある。そのためには、自らの広報活動を合わせて、マスコミ対応を重
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視していく必要がある。
５．３年後(2019 年度)を展望した「目標と実行計画」
以上のような当面の課題を克服していくため、３年後(2019 年度)を展望して
次のような「目標と実行計画」を設定する。
(1)事業の拡大と財政基盤の強化
①財政基盤の強化に向け、現在、自治体からの事業委託費に偏っている収入を
会員自治体の拡大を通じて、事業委託費・補助事業・会費収入など、バランス
のとれた収入源の確保に努める。
②会費収入の増額にむけて、協賛団体の拡大に取り組むとともに、移住希望者
の希望する移住先を確保するため、移住者を受け入れる自治体の会員化を現在
の 307 自治体(6 月 16 日現在)から、全自治体の１／３の約 500 自治体まで拡大
する。
また、2019 年度以降の会費の引き上げも検討する。
③移住者を受け入れる自治体の拡大に当たっては、１）移住者が孤立しないよ
う、JA・商工会議所・宅建協会・移住者・当該自治体職員などをメンバーとす
る移住者を支援する組織をつくる、２）働き盛りの移住者が急増していること
を踏まえて、地域に仕事を用意する、３）空き家調査を実施して空き家の借り
上げを行い、空き家バンク等を用意することを前提に取り組むよう働きかける。
④相談部門の人材育成を通じて相談の質を高めながら、
「まち・ひと・しごと創
生本部」の総合戦略で示されている「2020 年までの 5 年間累計で東京圏から地
方に 10 万人の人材を還流する」という目標を意識し、ふるさと回帰支援センタ
ーとして 2020 年までに月 5,000 件、年間６万件の相談件数を達成することをめ
ざす。
⑤自治体の政策決定に大きな影響力を持つ自治体の首長や自治体議員に対して
ふるさと回帰支援センターの活動を周知し、理解を深めてもらう取り組みを強
化して、2020 年度以降の自治体予算の獲得にもつなげる。
⑥移住希望者の若年化が進み、地域で移住者の仕事を確保していくことが重要
性を増している中で、自治体内での移住・定住担当部局と雇用部門等の連携を
促し、自治体内でのワンストップの相談・支援体制の構築をめざす。
また、移住相談者に対して、有楽町の東京交通会館８階のハローワーク分室
の有効活用に努める。
⑦事業経費については、実態の検証を行い、適正化に努める。また、仕事の棚
卸を行って人員の適正化に努める。
⑧ふるさと回帰支援センターの事業費の損益分岐点を明らかにし、その分岐点
を“防波堤”として、持続可能な財政基盤の確立につなげる。
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⑨「まち、ひと、しごと創生総合戦略」は 2015 年から 5 年間の計画であり、5
年目に活動の成果を評価し、以後の取り組みを決定することになっている。
2019 年度で国の地方創生推進交付金が打ち切られることも想定しながら、中
期的な財政基盤を強化するため、繰越金の一定割合を計画的に毎年積み上げる
ことを原資とした「ふるさと回帰運動推進基金（仮称）」を創設する。
(2)人材育成を通じた優位性の発揮
①移住希望者の多様なニーズに応えられる、相談の質を重視した体制を確立す
る。そのため、各自治体にも協力を求めながら、職員の派遣や人材育成と定着
化に向けて計画的に取り組む。そのため、
「研修検討委員会(仮称)」等を設置し、
年度ごとに計画的に外部研修を含めた研修の企画を行う。
②相談部門をふるさと回帰運動の中心的役割を果たす部門と位置づけ、相談員
に対してはセンター独自の研修やエリア単位の経験交流等を通じて、経験の共
有化等を図り、人材の育成につなげる。
また、管理職や総務部門・事業部門の人材育成は、外部のセミナー等を活用
する。
③ふるさと回帰運動の拡大に伴って増員した相談部門でのきめ細かなマネジメ
ントと円滑な意思疎通ができるよう、相談部門の管理対象エリアを見直す。
また、管理対象エリアの管理に当たっては、各県移住相談員が相談で成果があ
げられるよう支援する立場で対応する。
具体的には、現行、１）マネージャー１名、２）主任２名体制(東西２区分)、
３）道府県の相談員体制を次のとおり変更する。
１）チーフマネージャー1 名、２）エリアマネージャー6 名(例示：北海道・
東北エリア、関東・甲信越エリア、中部・北陸エリア、関西エリア、中国・四
国エリア、九州・沖縄エリアの６エリア制)、３）道府県相談員、の組織体制に
変更し、マネージャーの管理スパーンを縮小して、きめ細かな対応ができるよ
うにする。
エリアマネージャーはエリア内の相談員を掌握し、チーフマネージャーはエ
リアマネージャーを掌握する。
相談部門の全体管理は、理事長と連携・調整しながら事務局長が行う。
④有期雇用が増大するなかで労働契約法が改正され、
「無期転換ルール」が 2018
年 4 月から適用されることになった。
各道府県の予算が単年度主義となっていること等から、現行の職員雇用が毎
年更新となっていることについては、厚生労働省の指導や現在政府内で検討が
進められている地方公務員の人事制度の見直しの推移、他団体の取り組み等も
参考にしながら検討する。
(3)問題意識の共有化
①企画会議や部門別会議を計画的に開催して問題意識の共有化や合意形成の場
を重層的に行うとともに、経営としての考え方や全体の情勢等についてスタッ
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フ全体にタイムリーに伝えていくため、定例の全体会議を月 1 回程度開催する。
②理事会を年２回程度開催し、加盟団体に対しての情報の発信を強めるととも
に、加盟団体からの意見を取り入れてふるさと回帰支援センターの運営改善に
つなげる。
(4)発信力の強化
①年に１回、首都圏の移住希望者と移住者の受け入れを通して地域の再生と活
性化をめざす全国の自治体が一堂に会する「ふるさと回帰フェア」を開催し、
ふるさと回帰支援センターの活動の全国化をめざす。自治体 300、移住希望者２
万人の参加をめざす。
②マスコミ対応を重視するとともに、自らの広報活動の強化にも努め、HP につ
いては 1 か月 25 万アクセスを目標にする。また、ＷＥＢマガジン「Furusato」
の発信力を強化する。
③JR 有楽町の駅前という交通の便と、周辺に 30 県を超える各県のアンテナショ
ップが置かれているという地の利を活用して発信力を強化する。
④センター内にあるハローワーク品川分室の有効活用に努める。そのため、地
方移住にともなって就職を希望する移住相談者に対しては、分室への相談を提
案することに努める。
また、関係団体と連携しながら新規就農対策を強化する。
⑤ふるさと回帰運動は、自治体や関係する多くの団体・組織が協力し合わなけ
れば前進しない。また、それぞれの組織の持つ強みは異なっている。
こうした中で、ふるさと回帰支援センターがこれまで培ってきた強みを発揮
して存在感を高めながら、主体性を持って、移住・定住や就職紹介等を行って
いる他団体と連携して 、お互いの強みを活かして運動の発展につなげるという
相乗効果を発揮するための模索を進める。
※

上記の「中期ビジョン」の考え方や「目標と実行計画」を実現していくた
め、毎年度の「事業計画」反映させ、年度ごとに進捗状況の検証と総括を行
う。
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参考資料
NPO ふるさと回帰支援センター15 年間の歩み
年・月

外部の動き

2003.3 イラク戦争開戦
2004.春 連合組合員 5 万人アンケ
ート調査で約 4 割が定年
後田舎暮らしを希望して
いることが判明
2004．10 新潟中越地震

年・月
センターの動き
2002.11 ふるさと回帰支援センター設
立(虎ノ門パストラル)

2005.4
2005.9

2007.7
2008.9

衆議院選挙(郵政選挙)で
自民党大勝し、小泉内閣
が継続
新潟中越沖地震
リーマン・ショック
雇用・対策緊急経済対策
の一環として都市から地
方に若者を送り出す「田
舎で働き隊！」事業の開
始
米国オバマ大統領就任
衆議院選挙で民主党が大
勝し、鳩山民主党政権が
誕生

2005.9
2006

本格的に移住相談業務を開始
(東銀座オフイス)
ふるさと回帰フェア初開催
(大手町)(以降毎年開催)
初めて福島県が移住相談員を
配置

2008.10 ふるさと回帰フェア大阪開催
(以降毎年開催)
2008
北海道大学と連携して「ふる
さと起業塾」を開設。農水省
「田舎で働き隊！」事業につ
なげる。
2009.1
2009.4 大阪事務所の開設(2010 年に
2009.9
シティプラザ大阪に移転)
2010
内閣府の地域社会雇用創造事
業で「農村六起」に取り組む。
全国の大学と連携して 100 名
の起業家の育成をめざし、
3500 名のインターンシップ事
2011.3 東日本大震災(首都圏か
業を開始
ら地方への“疎開的移住” 2012
岡山県に次いで山梨県、青森
が起こる)
県、広島県などが移住相談員
を配置
2012
東日本大震災からの復興支援
事業に「復興六起」として参
加、95 名の起業家育成
2012.4 東銀座から有楽町の東京オフ
2012.12 衆議院選挙で自民大勝、
ィス移転・増床
安倍自公政権が誕生
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備考

2014.4
2014.5

消費税８％へ引き上げ
日本創生会議が「増田レ
ポート」を発表
2014.12 「まち、ひと、しごと創 2014.12 東京オフィスを増床(5 階：東
生本部」の立ち上げと「総
日本、6 階西日本)
合戦略」の閣議決定、創
生交付金の配布
2015.3 北陸新幹線開業
2015.4 東京オフィス業務拡大、あら
たに 22 県 1 政令市がブース開
2016.4 熊本地震発生
設・移住相談員配置
2016.6 18 歳選挙権施行
2016.7 8 階に移転、43 府県が参加。
10 月から 44 道府県に
2017.5 愛知県がブースを開設、45 道
府県に
―以
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上―

