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２０２２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

県

山形市

鶴岡市

酒田市

村山市

東根市

河北町

西川町

真室川町

鮭川村

白鷹町

７月 ３１日 日 おいでや！いなか暮らしフェア2022 小国町 関西圏在住者向け移住フェア
OMMビル2階A・B・Cホー
ル

ふるさと支援回帰支援
センター大阪ふるさと暮
らし情報センター

小国町総合政策課
0238-62-2264

９月 大石田町移住セミナー 大石田町 大石田町への移住・就農をPRするセミナー 都内 大石田町
大石田町まちづくり推進課
0237-35-2111

ふるさと回帰支援センター事業部
03-6273-4415

７月 ２４日 日 　東北U・Iターン大相談会 東京圏在住者向けUIターン促進セミナー
東京交通会館12階
ダイヤモンドホール

ふるさと回帰支援セン
ター
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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

県

鶴岡市

酒田市

村山市

河北町

西川町

真室川町

白鷹町

庄内町

県

鮭川村

小国町

庄内町

やまがたハッピーライフカフェ（東南村山） 県・市町村
東南村山の３市２町が東京にて山形での暮ら
し及び仕事を紹介するセミナー

ふるさと回帰支援セン
ター（予定）

村山地域移住交流推
進協議会（東南村山）

県村山総合支庁
総務課連携支援室
023-621-8353

やまがたハッピーライフカフェ（北村山） 県・市町村
北村山地域の仕事や暮らしを紹介するセミ
ナー

ふるさと回帰支援セン
ター（予定）

村山地域移住交流推
進協議会（北村山）

県村山総合支庁
北村山総務課・連携支援室
0237-47-8614

やまがたハッピーライフカフェ（西村山） 県・市町村
山形県西村山地域の色々な仕事や暮らしの
魅力を発信するセミナー

ふるさと回帰支援セン
ター（予定）

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

やまがたハッピーライフカフェ（最上） 県・市町村 最上らしい豊かな暮らしと仕事を紹介
ふるさと回帰支援セン
ター（予定）

最上地域移住交流推
進協議会（県最上総合
支庁、最上地域の市町
村）

県最上総合支庁
総務課連携支援室
0233-29-1238

やまがたハッピーライフカフェ（置賜） 県・市町村
山形の南の玄関口「置賜地域」の暮らしや仕
事の情報をＰＲ

ふるさと回帰支援セン
ター（予定）

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
村）

県置賜総合支庁
総務課連携支援室
0238-26-6020

やまがたハッピーライフカフェ（庄内） 県・市町村
首都圏在住の移住に興味のある人を対象に、
移住に関する情報提供（仕事と暮らし）を行う
セミナー

ふるさと回帰支援セン
ター（予定）

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
村）

県庄内総合支庁
総務課連携支援室
0235-66-5444

８月から１月頃に開催

東京ビッグサイト
一般社団法人移住・交
流推進機構

東京国際フォーラム
ふるさと回帰支援セン
ター

（一社）ふるさと山形移住・定住推進センター
023-687-0777

1月14日（土）、15日（日） JOIN移住・交流＆地域おこしフェア 首都圏在住者向けフェア

９月 ２５日 日 ふるさと回帰フェア 全国規模の移住相談会イベント
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２０２２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

おためし暮らし体験事業 米沢市 米沢市で１～２泊の移住体験が可能 米沢市内 米沢市
米沢市地域振興課
0238-22-5111

いなか暮らし体験ツアー 遊佐町
移住希望者に対する遊佐町を体験できるツ
アー（2泊3日の好きな日程を選べる）

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
0234-42-6941

６月 オンラインイベント 酒田市
オンラインによる酒田の魅力と移住情報の発
信

酒田市内 酒田市
酒田市地域共生課
0234-26-5768

７月 オンライン配信① 庄内町
移住フェアのアフターフォローの場として、町の
紹介や相談を行う

庄内町内 庄内町
庄内町企画情報課
0234-42-0228

８月 14日 日
遊佐町暮らしオンラインセミナー
「ゆざを楽しむ愉快な仲間たち」

遊佐町 遊佐町の移住セミナー オンライン 遊佐町
遊佐町企画課
0234-28-8257

９月 オンラインイベント 酒田市
オンラインによる酒田の魅力と移住情報の発
信

酒田市内 酒田市
酒田市地域共生課
0234-26-5768

９月
東京外国語大学　山形スタディツアー（寒河江
班）

寒河江市
東京外国語大学生を対象とした市内フィールド
ワーク

寒河江市内
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

９月 鮭川村移住体験ツアー 鮭川村
県外在住者で村に移住を考えている人、関係
人口拡大のための移住体験ツアー

鮭川村内 鮭川村
鮭川村むらづくり推進課
0233-55-2111

10月 移住セミナー 鮭川村 県外在住者向けＵＩターン支援・相談 オンライン 鮭川村
鮭川村むらづくり推進課
0233-55-2111

10月 オンライン配信① 庄内町
移住フェアのアフターフォローの場として、町の
紹介や相談を行う

庄内町内 庄内町
庄内町企画情報課
0234-42-0228

マイプロ部in鶴岡 鶴岡市
移住を希望する若者を対象に、オンラインセミ
ナーと本市でのフィールドワークを通じて、仕
事や地域との関わり方について考える。

鶴岡市 鶴岡市
鶴岡市企画部地域振興
課
0235-25-2111

11月 オンライン配信① 庄内町
移住フェアのアフターフォローの場として、町の
紹介や相談を行う

庄内町内 庄内町
庄内町企画情報課
0234-42-0228

12月 オンラインイベント 酒田市
オンラインによる酒田の魅力と移住情報の発
信

酒田市内 酒田市
酒田市地域共生課
0234-26-5768

１月 29日 日
遊佐町暮らしオンラインセミナー
「ゆざを楽しむ愉快な仲間たち」

遊佐町 遊佐町の移住セミナー オンライン 遊佐町
遊佐町企画課
0234-28-8257

１月 オンライン配信① 庄内町
移住フェアのアフターフォローの場として、町の
紹介や相談を行う

庄内町内 庄内町
庄内町企画情報課
0234-42-0228

２月
東京外国語大学　山形スタディツアー（寒河江
班）

寒河江市
東京外国語大学生を対象とした市内フィールド
ワーク

寒河江市内
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

　５月～

　５月～

　10月～３月
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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 鮭川村移住体験ツアー 鮭川村
県外在住者で村に移住を考えている人、関係
人口拡大のための移住体験ツアー

鮭川村内 鮭川村
鮭川村むらづくり推進課
0233-55-2111

３月 オンラインイベント 酒田市
オンラインによる酒田の魅力と移住情報の発
信

酒田市内 酒田市
酒田市地域共生課
0234-26-5768

冬 山形県高畠町 地域滞在型インターン 高畠町

地域滞在型インターンとして、高畠町に暮ら
方々と生活を共にすることで、「暮らし・なりわ
い・コミュニティ」を体験するもの。複数のイン
ターン先から1つ選び、1週間程度 の滞在を通
して地域との関わりを持っていただくもの。

高畠町内

高畠熱中小学校
（NPO法人はじまり
の学校）、株式会社
Familyinn

未定 島キャンプ 酒田市
飛島における関係人口の創出・拡大のための
循環の仕組みを企画する合宿

飛島 県、酒田市
県庄内総合支庁連携支
援室

未定 移住体験ツアー 真室川町 移住検討者向けのツアー
真室川町・オンライ
ン

真室川町
真室川町企画課
0233-62-2050
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２０２２年度　県・市町村移住関係イベントカレンダー（一覧）

２．『仕事（就職、創業など）』 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

７月 ９日 土 地元就職応援フェア 鶴岡市 地元企業とのマッチングを行うもの タワーホール船堀
鶴岡市
（商工課）

0235-25-2111

やまがたハッピーライフカフェ（東南村山） 県・市町村
東南村山の３市２町が東京にて山形での暮らし
及び仕事を紹介するセミナー

ふるさと回帰支援セン
ター（予定）

村山地域移住交流推進
協議会（東南村山）

県村山総合支庁
総務課連携支援室
023-621-8353

やまがたハッピーライフカフェ（北村山） 県・市町村 北村山地域の仕事や暮らしを紹介するセミナー
ふるさと回帰支援セン
ター（予定）

村山地域移住交流推進
協議会（北村山）

県村山総合支庁
北村山総務課・連携支援
室
0237-47-8614

やまがたハッピーライフカフェ（西村山） 県・市町村
山形県西村山地域の色々な仕事や暮らしの魅
力を発信するセミナー

ふるさと回帰支援セン
ター（予定）

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

やまがたハッピーライフカフェ（最上） 県・市町村 最上らしい豊かな暮らしと仕事を紹介
ふるさと回帰支援セン
ター（予定）

最上地域移住交流推進
協議会（県最上総合支
庁、最上地域の市町
村）

県最上総合支庁
総務課連携支援室
0233-29-1238

やまがたハッピーライフカフェ（置賜） 県・市町村
山形の南の玄関口「置賜地域」の暮らしや仕事
の情報をＰＲ

ふるさと回帰支援セン
ター（予定）

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

やまがたハッピーライフカフェ（庄内） 県・市町村
首都圏在住の移住に興味のある人を対象に、
移住に関する情報提供（仕事と暮らし）を行うセ
ミナー

ふるさと回帰支援セン
ター（予定）

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
村）

県庄内総合支庁
総務課連携支援室
0235-66-5444

８月から１月頃に開催
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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
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２０２２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

９月 大石田町移住セミナー 大石田町 大石田町への移住・就農をPRするセミナー 都内 大石田町
大石田町まちづくり推進
課
0237-35-2111

未定 新・農業人フェア 河北町 農業に関心のある人を対象とした移住フェア 都内
河北町農林振興課
0237-73-2112
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３．『就農』 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

ひなの宿農業体験 河北町 町内で短時間の農業体験 河北町内 ひなの宿
ひなの宿
0237-85-0789

大石田町スイカオーナー 大石田町
町の特産品である尾花沢すいかの定植と収穫作業
を体験できるイベント

大石田町内 大石田町
大石田町産業振興課
0237-35-2111

大石田町短期農業体験イベント 大石田町
町の特産品である米とスイカの収穫体験を2泊3日
の日程で体験できるイベント

大石田町内 大石田町
大石田町まちづくり推進課
0237-35-2111

未定 就農体験ツアー 河北町 新規就農希望者への就農体験ツアー 未定 河北町
河北町農林振興課
0237-73-2112

未定 かほくさくらんぼ塾　現地見学会 河北町 町内で１泊２日の農業体験 未定 河北町
河北町農林振興課
0237-73-2112

4/29、5/8、5/29、8/6、
10/9、10/23

　４月・７月

　８月・10月
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２０２２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

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
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２０２２年度　県・市町村移住関係イベントカレンダー（一覧）

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） 首都圏等

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

10月 15日 土 望郷みかわ会総会 三川町 町出身会員との交流 都内 望郷みかわ会
三川町産業振興課
商工観光係
0235-35-7015
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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

６月 庄内町移住者交流会 庄内町
町内移住者同士のコミュニティ形成のサポー
ト・座談会形式で実施

庄内町 庄内町
庄内町企画情報課
0234-42-0228

７月 ２日 土 庄内で暮らそう！移住者交流会 酒田市 さくらんぼ狩り 鶴岡市櫛引地区
庄内で暮らそう！移住
者交流会

酒田市地域共生課
0234-26-5768

８月 移住者交流会 真室川町
町に移住された方向けの交流、ネットワークづ
くり

真室川町内 真室川町
真室川町企画課
0233-62-2050

庄内で暮らそう！移住者交流会 酒田市 未定 未定
庄内で暮らそう！移住
者交流会

酒田市地域共生課
0234-26-5768

11月 移住者交流会 鶴岡市
【市単独】移住者を対象にした交流会を行うも
の

鶴岡市 鶴岡市
鶴岡市企画部地域振興課
0235-25-2111

11月 庄内町移住者交流会 庄内町
町内移住者同士のコミュニティ形成のサポー
ト・座談会形式で実施

庄内町 庄内町
庄内町企画情報課
0234-42-0228

12月 移住者交流会 真室川町
町に移住された方向けの交流、ネットワークづ
くり

真室川町内 真室川町
真室川町企画課
0233-62-2050

庄内で暮らそう！移住者交流会 酒田市 未定 未定
庄内で暮らそう！移住
者交流会

酒田市地域共生課
0234-26-5768

 ９月～10月

　２月～３月
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