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２０２０年度　県・市町村移住関係イベントカレンダー（一覧）

１．『Ｕ・Ｉターン全般』 首都圏等

月 日 曜日 イベント名
関係

市町村 実施概要 開催場所 実施主体 問い合わせ先

１月 23日 土 やまがたハッピーライフカフェ（庄内） 県・市町村
山形県への移住に興味のある人を対象に、移住に
関する情報提供や市町村紹介、先輩移住者の体
験談発表等を行うセミナー

オンライン
庄内地域移住交流推進協
議会（県庄内総合支庁、庄
内地域の市町）

県庄内総合支庁
総務課連携支援室
0235-66-5444

１月 29日 金 つるおかZOOMフライデイナイト（３回目） 鶴岡市 首都圏在住者向けＵＩターン促進プログラム オンライン 鶴岡市
鶴岡市地域振興課
0235-25-2111

２月 28日 日 やまがたハッピーライフカフェ（置賜） 県・市町村
山形県への移住に興味のある人を対象に、移住に
関する情報提供や市町村紹介、先輩移住者の体
験談発表等を行うセミナー

ふるさと回帰支援センター
置賜地域移住交流推進協
議会（県置賜総合支庁、置
賜地域の市町）

県置賜総合支庁
総務課連携支援室
0238-26-6020

２月 ７日 日 新・農業人フェア 鶴岡市 農業に関心のある人を対象とした移住フェア 国際フォーラム ホールE1 （株）ユメックス
鶴岡市地域振興課
0235-25-2111

尾花沢市
尾花沢市定住応援課
0237-22-1111

西川町
西川町産業振興課
0237-74-2113

真室川町
真室川町企画課
0233-62-2111

2月 14日 日 天童市移住セミナー 天童市 セミナーにて天童市の紹介 オンライン 天童市
天童市市長公室
023-654-1111

２月 26日 金 つるおかZOOMフライデイナイト（４回目） 鶴岡市 首都圏在住者向けＵＩターン促進プログラム オンライン 鶴岡市
鶴岡市地域振興課
0235-25-2111

未定 やまがた就農セミナー 大江町 セミナーにて移住者向け相談 都内 大江町
大江町政策推進課
0237-62-2118
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２０２０年度　県・市町村移住関係イベントカレンダー（一覧）

１．『Ｕ・Ｉターン全般』 県　内

月 日 曜日 イベント名
関係

市町村
実施概要 開催場所 実施主体 問い合わせ先

２月 １３日 土 酒田ライフデザインツアー 酒田市
首都圏在住女性をターゲットにした移住体験ツアー
オンラインで実施

オンライン 酒田市
酒田市地域共生課
0234-26-5768

１月-２月 遊佐町いなか暮らし体験ツアー【冬】 遊佐町
期間中2泊3日の日程を自由に選べるプランの
遊佐町冬ツアー

遊佐町内
NPO法人いなか暮ら
し遊佐応援団

NPO法人いなか暮らし遊佐
応援団
0234-43-6941

２月 冬の移住体験ツアー 尾花沢市
移住希望者を対象にした冬の尾花沢暮らしの体験
ツアー

尾花沢市内
尾花沢市移住推進協
議会

尾花沢市定住応援課
0237-22-1111

２月 移住体験ツアー 鮭川村
10月のオンラインイベントの参加者を対象とし実際
に村内を案内

鮭川村内 鮭川村
鮭川村むらづくり推進課
0233-55-2111

２月 田舎の暮らし・仕事まるわかり！お試し移住泊 小国町
移住に関する疑問点を移住者のアテンドでまわり
解消するためのツアー

小国町内 小国町
合同会社NIPPON　TABERU
TIMES
090-8441-8990（田丸）

未定 移住体験ツアー（やまがたCAMP） 真室川町
東京圏在住の若者を対象に暮らしや仕事の体験・
交流・ワークショップ等を実施

真室川町内 真室川町
真室川町企画課
0233-62-2111

１月-３月 西村山地域アテンドツアー 県・市町村
西村山地域１市４町（寒河江市、河北町、西川町、
朝日町、大江町）が実施する現地ツアー

山形県西村山地域内
村山地域移住交流推
進協議会（西村山）

県村山総合支庁
西村山総務課・連携支援室
0237-86-8123

未定 マイプロ部 鶴岡市

移住を希望する若者を対象に、本市でのフィールド
ワークと東京でのブラッシュアップ研修を行う中で、
仕事や地域との関わり方についてプランニングす
る。

鶴岡市内 鶴岡市
鶴岡市地域振興課
0235-25-2111
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２．『仕事（就職、創業など）』 県　内

月 日 曜日 イベント名
関係

市町村 実施概要 開催場所 実施主体 問い合わせ先

３月
ﾊﾀﾗﾄｰｰｰｰｸ!!!社会人に「働く」ことを聞いてみ
るセミナー

小国町
町内企業の若手社員と高校生がゆるくトークし、町
内企業への就職に関心をもってもらう。

小国町内 小国町
小国町産業振興課
0238-62-2416

１月
２月

２３日、
３０日、
６日日

土 創業セミナー

寒河江市、
河北町、西
川町、朝日
町、大江
町、山辺

町、中山町

創業する際に必要な知識や事業計画書等の作成方
法を学べるセミナー

寒河江市技術交流プラザ
フルーツライン左沢線活用
協議会

寒河江市商工推進課
0237-85-1492
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２０２０年度　県・市町村移住関係イベントカレンダー（一覧）

３．『就農』 首都圏等

月 日 曜日 イベント名
関係

市町村 実施概要 開催場所 実施主体 問い合わせ先

２月 ７日 日 新・農業人フェア 鶴岡市 農業に関心のある人を対象とした移住フェア 国際フォーラム ホールE1 （株）ユメックス
鶴岡市地域振興課
0235-25-2111

尾花沢市
尾花沢市定住応援課
0237-22-1111

西川町
西川町産業振興課
0237-74-2113

真室川町
真室川町企画課
0233-62-2111

未定 やまがた就農セミナー 大江町 セミナーにて移住者向け相談 都内 大江町
大江町政策推進課
0237-62-2118
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２０２０年度　県・市町村移住関係イベントカレンダー（一覧）

４．『自然、食、里山文化』 首都圏等

月 日 曜日 イベント名
関係

市町村 実施概要 開催場所 実施主体 問い合わせ先

１月 １６日 土 旅するレストラン 小国町
都内で小国の食材を使ったコース料理を提供。ふる
さと納税者や関わっている学生などが参加予定。

都内
オンライン

小国町
合同会社NIPPON
TABERU　TIMES
090-8441-8990（田丸）
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４．『自然、食、里山文化』 県　内

月 日 曜日 イベント名
関係

市町村 実施概要 開催場所 実施主体 問い合わせ先

１月 ３１日 日 紅大豆オーナー 川西町
豊かな自然に囲まれた川西町で、伝統野菜「紅大
豆」を育てながら、住民との交流と農村の魅力を体
験できるプログラム。

川西町内 農事組合法人夢里
やまがた里の暮らし推進機構
0238-44-2843

３月
マタギとウサギの巻き狩り
第25回雪の学校

小国町
現役マタギと雪山トレッキング・ウサギ狩り体験ツ
アー

小国町内 おぐに白い森（株）
合同会社NIPPON
TABERU　TIMES
090-8441-8990（田丸）
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５．『移住者交流会、各年代成人式　等』　（出身者、移住者向けイベントなど） 県　内

月 日 曜日 イベント名 市町村 実施概要 開催場所 実施主体 問い合わせ先

２月 東京外国語大学　寒河江スタディツアー 寒河江市
東京外国語大学生を対象にした地元民との交流
会等

オンライン（予定）
大学との連携・交流促進
事業協議会

寒河江市企画創成課
0237-85-1413

２月 下旬 移住者交流会 遊佐町 移住者を対象とした交流会 遊佐町内
遊佐町/
NPO法人いなか暮らし遊
佐応援団

NPO法人いなか暮らし遊佐
応援団
0234-43-6941

２～３月 移住者交流会 酒田市
内容、時期未定
例年2～3月に開催

酒田市内
庄内で暮らそう！移住者
交流会

酒田市地域共生課
0234-26-5768
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