
令 和 ３ 年 ２ 月 1 9 日 

  国土政策局 地方振興課 

  

「全国二地域居住等促進協議会」の設立 
 

～国民的運動へ！ 全国約６００の地方公共団体等が参加～ 
 

二地域居住等の推進に係る様々な施策や事例等の共有・発信等を行うことにより、二地域

居住等の普及促進と機運の向上を図るため、地方公共団体、関係団体・関係事業者、関係省

庁の連携の下、令和３年３月９日に「全国二地域居住等促進協議会」が設立されます。 

同日行われる設立総会・設立記念シンポジウム（ＷＥＢ配信）には、赤羽国土交通大臣が出

席いたします。 

 

１ 趣旨等（別紙１参照） 

近年、二地域居住は、都市で生活しながら地方での豊かな暮らしを実現できる、いわば人

生を２倍楽しむライフスタイルとして提唱され、促進、実践されてきています。 

加えて、ウィズ／ポストコロナ社会において、テレワーク等を前提に地方での新しい生活

様式に沿った新たな二地域居住が可能となるとともに、そのニーズが高まりつつあることを

踏まえ、「全国二地域居住等促進協議会」が設立されることとなりました。 

 

２ 協議会の参加団体等（令和３年２月 15日現在申込み受付分）（別紙２参照） 

  会長 長野県、副会長 田辺市、那須町（いずれも案） 

正会員（地方公共団体）     ６０１団体 

協力会員（関係団体・事業者等）  ２９団体 

 

３ 協力 

  国土交通省、内閣官房・内閣府、総務省、農林水産省 

 

４ 事務局 

  国土交通省国土政策局地方振興課 

 

【設立総会及び設立記念シンポジウム（ＷＥＢ配信）の概要】（別紙３参照） 

○設立総会 

日 時：令和３年３月９日（火）13：30～14：00 

 内 容：赤羽国土交通大臣挨拶、規約等決定、会長・副会長の選任、活動内容等 

 その他：会員は事前申込み不要で視聴可能です。報道関係者でＷＥＢ傍聴を希望される方は

３月４日（木）15:00 までに以下のとおりメールにてご連絡ください。期日までに

ご連絡いただいた方にＷＥＢ傍聴のＵＲＬを送付します。 



 

（件 名）【WEB 傍聴希望】全国二地域居住等促進協議会設立総会 

（本 文） 氏名（ふりがな）、所属、連絡先（住所、電話番号、メールアドレス） 

（送付先）hqt-2chiiki_atmark_mlit.go.jp 

（「_atmark_」を@に置き換えて送信して下さい） 

 

○設立記念シンポジウム 

日 時：令和３年３月９日（火）14：00～16：30 

内 容：基調講演 筑波大学システム情報系 教授 谷口 守 

協力省庁の施策紹介、リレートーク 

その他：事前申込み不要で、どなたでも無料で傍聴可能です。傍聴を希望される方は、下記

ＵＲＬにアクセスして下さい。 

     https://youtu.be/GA1PqwWcuso 

 

 

二地域居住については                で検索。 

もしくは下記ＵＲＬにアクセス。 

https://www.mlit.go.jp/kokudoseisaku/chisei/kokudoseisaku_chisei_tk_000073.html 

国土交通省 二地域居住 

【問合せ先】 
国土政策局地方振興課  福田、田淵 

電話：03-5253-8111（内線 29572、29573） 

03-5253-8404（直通） 

 FAX: 03-5253-1588 

https://youtu.be/GA1PqwWcuso
https://www.mlit.go.jp/kokudoseisaku/chisei/kokudoseisaku_chisei_tk_000073.html


全国二地域居住等促進協議会について （案）

全国二地域居住等促進協議会

二地域居住等の推進に係る様々な施策や事例等の情報の交換・共有や発信、課題の整理や対応策の検討・提言等
を行うことにより、二地域居住等の機運を一層高めるため、「全国二地域居住等促進協議会」を設立する。
（令和３年３月９日設立予定） ※参加団体数 ６３０団体（令和３年２月15日時点）

会 長 長野県 （知事：阿部守一）

副会長 和歌山県田辺市（市長：真砂 充敏）
栃木県那須町（町長：平山 幸宏）

＜運営事務局＞ 国土交通省国土政策局地方振興課

○正会員（地方公共団体 ６０１団体）
・都道府県 （ ３６団体）
・市区町村 （５６５団体）

○ 協力会員（関係団体、事業者等 ２９団体）
・移住等支援機関
・不動産関係団体、全国版空き家・空き地バンク運営主体
・交通関係団体
・関連民間事業者
・関連メディア 等

＜協議会の構成員＞ （順次案内し申込み受付中）

・参加を希望する地方公共団体等が参加
・会費は無料
・関係省庁はオブザーバーとして参加

（必要に応じて）

○○部会
〔主な活動内容〕
・二地域居住等の促進に関する施策、事例等の情報の交換と共有、
発信
・二地域居住等の促進に共通する具体的課題等について対応方策
の協議・検討
・二地域居住等の促進に係るノウハウ等の周知・普及、機運醸成
・二地域居住等の促進のための実践的な政策検討・提言等
・その他

○顧問 学識経験者等

国土交通省、内閣官房・内閣府、
総務省、農林水産省

協力

○○部会

部会長：○○県
部会員：○○市、○○町

部会長：○○県
部会員：○○市、○○町・・・

・会長が必要と認めるときには、協議会に部会を
置くことができる。
・部会を置く場合には、部会長は、正会員の中から
会長が指名する

※敬称略

（別紙１）



（別紙２）

【正会員】（令和３年２月１５日現在）
都道府県
北海道 北海道 札幌市 釧路市 帯広市 留萌市 苫小牧市

赤平市 紋別市 三笠市 根室市 登別市 恵庭市
石狩市 北斗市 当別町 松前町 福島町 江差町
上ノ国町 厚沢部町 乙部町 奥尻町 せたな町 黒松内町
倶知安町 岩内町 神恵内村 栗山町 月形町 新十津川町
秩父別町 沼田町 鷹栖町 比布町 上川町 東川町
上富良野町 中富良野町 下川町 美深町 小平町 利尻富士町
幌延町 訓子府町 遠軽町 湧別町 豊浦町 壮瞥町
白老町 厚真町 洞爺湖町 安平町 平取町 浦河町
様似町 音更町 鹿追町 新得町 芽室町 広尾町
幕別町 池田町 標茶町 弟子屈町 白糠町 中標津町

青森県 青森県 十和田市 平川市 今別町 鰺ヶ沢町 深浦町
大鰐町 六ヶ所村 風間浦村 南部町

岩手県 岩手県 盛岡市 宮古市 花巻市 矢巾町 住田町
岩泉町 九戸村 洋野町 一戸町

宮城県 気仙沼市 白石市 岩沼市 登米市 栗原市 東松島市
大崎市 蔵王町 柴田町 川崎町 大郷町 加美町
涌谷町

秋田県 秋田県 大館市 大仙市 小坂町
山形県 寒河江市 村山市 尾花沢市 南陽市 金山町 高畠町

白鷹町 飯豊町
福島県 福島県 福島市 会津若松市 郡山市 いわき市 白河市

須賀川市 喜多方市 本宮市 桑折町 国見町 川俣町
鏡石町 天栄村 南会津町 北塩原村 磐梯町 猪苗代町
金山町 昭和村 会津美里町 矢吹町 塙町 石川町
平田村 浅川町 楢葉町 葛尾村 飯舘村

茨城県 水戸市 土浦市 古河市 龍ケ崎市 下妻市 高萩市
北茨城市 笠間市 取手市 牛久市 ひたちなか市 筑西市
坂東市 桜川市 行方市 鉾田市 茨城町 大洗町
八千代町

栃木県 栃木県 足利市 栃木市 佐野市 鹿沼市 日光市
小山市 大田原市 矢板市 那須塩原市 那須烏山市 下野市
上三川町 野木町 塩谷町 那須町

群馬県 群馬県 前橋市 太田市 沼田市 館林市 渋川市
藤岡市 富岡市 安中市 みどり市 中之条町 嬬恋村
片品村 川場村 昭和村 板倉町 千代田町

埼玉県 埼玉県 熊谷市 秩父市 本庄市 羽生市 入間市
嵐山町 小川町 鳩山町 横瀬町 長瀞町 神川町
寄居町

千葉県 千葉県 千葉市 銚子市 勝浦市 市原市 我孫子市
君津市 富津市 南房総市 匝瑳市 山武市 いすみ市
栄町 多古町 芝山町 横芝光町 一宮町 長生村
白子町 御宿町

東京都 新島村
神奈川県 横須賀市 鎌倉市 逗子市 三浦市 厚木市 寒川町

二宮町 箱根町 真鶴町 湯河原町
新潟県 長岡市 三条市 柏崎市 小千谷市 加茂市 燕市

糸魚川市 上越市 佐渡市 魚沼市 胎内市
富山県 富山県 富山市 高岡市 魚津市 氷見市 黒部市

砺波市 小矢部市 南砺市 射水市 舟橋村 上市町
立山町

石川県 石川県 小松市 珠洲市 加賀市 かほく市 能美市
中能登町 能登町

福井県 福井県 福井市 小浜市 永平寺町
山梨県 山梨県 富士吉田市 大月市 韮崎市 北杜市 上野原市

甲州市 中央市 身延町 富士川町 鳴沢村 丹波山村

全国二地域居住等促進協議会会員名簿

参加地方公共団体（36道府県　565市町村　計601団体）



長野県 長野県 上田市 岡谷市 諏訪市 小諸市 伊那市
中野市 大町市 茅野市 佐久市 千曲市 東御市
小海町 佐久穂町 軽井沢町 立科町 青木村 長和町
下諏訪町 富士見町 箕輪町 南箕輪村 根羽村 南木曽町
大桑村 木曽町 麻績村 筑北村 池田町 松川村
飯綱町 栄村

岐阜県 岐阜県 高山市 中津川市 瑞浪市 恵那市 海津市
川辺町 東白川村 白川村

静岡県 静岡県 静岡市 浜松市 沼津市 三島市 伊東市
島田市 掛川市 藤枝市 御殿場市 袋井市 下田市
裾野市 伊豆市 牧之原市 松崎町 西伊豆町 清水町
小山町 吉田町

愛知県 豊橋市 岡崎市 豊川市 豊田市 蒲郡市 犬山市
江南市 尾張旭市 阿久比町 東浦町 南知多町 美浜町
武豊町 豊根村

三重県 三重県 鈴鹿市 名張市 鳥羽市 志摩市 伊賀市
東員町

滋賀県 滋賀県 彦根市 長浜市 近江八幡市 甲賀市 湖南市
高島市 東近江市 米原市 愛荘町

京都府 京都府 福知山市 亀岡市 京丹後市 木津川市 井手町
与謝野町

大阪府
兵庫県 兵庫県 神戸市 豊岡市 西脇市 三木市 小野市

加西市 丹波篠山市 養父市 南あわじ市 朝来市 淡路市
宍粟市 加東市 たつの市 福崎町 上郡町 佐用町
香美町 新温泉町

奈良県 奈良市 桜井市 葛城市 山添村 三郷町 三宅町
曽爾村 上牧町 王寺町 吉野町 大淀町 上北山村
東吉野村

和歌山県 和歌山県 和歌山市 海南市 橋本市 有田市 御坊市
田辺市 新宮市 紀の川市 岩出市 かつらぎ町 九度山町
高野町 湯浅町 美浜町 日高町 由良町 印南町
みなべ町 日高川町 白浜町 上富田町 すさみ町 古座川町
北山村 串本町

鳥取県 鳥取県 北栄町 江府町
島根県 浜田市 江津市 奥出雲町 美郷町 海士町 西ノ島町
岡山県 岡山県 倉敷市 津山市 笠岡市 吉備中央町
広島県 広島県 呉市 竹原市 三原市 尾道市 福山市

府中市 北広島町
山口県 防府市 岩国市 長門市 柳井市 美祢市 山陽小野田市

周防大島町 上関町 田布施町 平生町
徳島県 徳島県 鳴門市 小松島市 阿南市 吉野川市 阿波市

美馬市 三好市 上勝町 神山町 美波町 藍住町
上板町 つるぎ町 東みよし町

香川県 香川県 高松市 丸亀市 さぬき市 東かがわ市 三豊市
土庄町 小豆島町 三木町 綾川町 まんのう町

愛媛県 愛媛県 松山市 八幡浜市 新居浜市 西条市 上島町
松前町 伊方町

高知県 高知県 土佐市 土佐清水市 土佐町 大川村 梼原町
福岡県 福岡県 北九州市 直方市 田川市 八女市 筑後市

豊前市 小郡市 古賀市 福津市 糸島市 那珂川市
宇美町 鞍手町 添田町 赤村

佐賀県 佐賀県 唐津市 多久市 伊万里市 武雄市 嬉野市
神埼市 基山町 有田町

長崎県 長崎県 長崎市 松浦市 壱岐市 五島市 長与町
川棚町 小値賀町

熊本県 熊本県 八代市 菊池市 上天草市 阿蘇市 合志市
美里町 南関町 和水町 菊陽町 南阿蘇村 益城町
氷川町 多良木町 山江村

大分県 大分県 大分市 中津市 津久見市 竹田市
宮崎県 宮崎県 宮崎市 都城市 延岡市 日南市 日向市

串間市 高原町 川南町 都農町 門川町 諸塚村
鹿児島県 鹿児島県 鹿屋市 枕崎市 阿久根市 出水市 指宿市

霧島市 南さつま市 志布志市 奄美市 伊佐市 さつま町
錦江町 南大隅町 南種子町 屋久島町 伊仙町 和泊町
知名町

沖縄県 沖縄県 宮古島市 久米島町



【協力会員】（令和３年２月１５日現在）

関係機関・事業者　２９団体（分野別５０音順）

移住等支援団体等

一般社団法人移住・交流推進機構

加賀白山定住機構

きた北海道移住支援型シェアハウス・キックスタート！

一般社団法人シェアリングエコノミー協会

特定非営利活動法人　島くらし淡路

一般社団法人能登定住・交流機構

特定非営利活動法人１００万人のふるさと回帰・循環運動推進・支援センター

特定非営利活動法人南房総リパブリック

株式会社アドレス

株式会社ココロマチ

国土・都市関係団体

一般財団法人国土計画協会

一般社団法人日本テレワーク協会

住宅・不動産関係団体等

独立行政法人住宅金融支援機構

一般社団法人住宅生産団体連合会

一般社団法人全国住宅産業協会

公益社団法人全国宅地建物取引業協会連合会

公益社団法人全国賃貸住宅経営者協会連合会

公益社団法人全日本不動産協会

公益財団法人日本賃貸住宅管理協会

一般社団法人不動産協会

一般社団法人不動産流通経営協会

アットホーム株式会社

株式会社LIFULL

交通関係団体

第三セクター鉄道等協議会

定期航空協会

北海道旅客鉄道株式会社

関係メディア事業者

株式会社 sotokoto online

株式会社第一プログレス（「TURNS」編集部）

株式会社宝島社（「田舎暮らしの本」編集部）

※その他、関係機関・事業者へ順次依頼中



 

全国二地域居住等促進協議会設立総会及び設立記念シンポジウム 

 開催概要 

 

 

・日時  令和３年３月９日(火) 13:30～ 

・方式  WEB開催配信 

（敬称略） 

１．設立総会 13:30～14:00 

一．開催挨拶（国土交通大臣 赤羽 一嘉） 

二．協議会の設立について（趣旨説明、規約決定） 

三．会長、副会長の選任について（選任、就任挨拶） 

四．当面の活動内容について 

 

２．設立記念シンポジウム 14:00～16:30（※） 

テーマ：ウィズ／ポストコロナ社会における二地域居住等 

一．開催挨拶（国土交通省国土政策局長 中原 淳）（5分） 

二．基調講演（30分） 

講師：谷口 守 筑波大学システム情報系 教授 

演題：二地域居住のこれまでとこれから－Beyondコロナ社会に向けて－ 

     （休憩 5分） 

三．施策紹介（40分） 

   国土交通省、内閣官房・内閣府、総務省、農林水産省 

 四．リレートーク（60分） 

   堀口 正裕 (株)第一プログレス常務取締役「TURNS」プロデューサー 

   馬場 未織 建築ライター、NPO法人南房総リパブリック代表理事 

   柏瀬 誠   栃木県足利市総合政策部企画政策課主査 

 

※進行の都合で若干開始が遅れる可能性があります。 

（別紙３） 


