
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 

 

平成２９年度バージョンアップ                 現 状                  

○各分野の担い手確保策との
連携 

  

リーチを広げる！ 

    高知に安心して 
  住み続けてもらう 

    移住について 
    真剣に考えてもらう 

    主体的な行動に 
    移ってもらう 

 移住に関心を 
持ってもらう 

    高知を知って・ 
    好きになってもらう 

○事業承継・人材確保センター 
   を中心とした人財誘致策の強化 
 
 

ゲートウェイを広げる！ 

アクティブに働きかける! ２ 

Step２ 

Step１ 

基本となる取り組み 
戦略強化に向けた 
３つの視点 

 
 

Step３ 

Step４      

Step５ 

平成29年8月末実績                ３期計画で強化 
 
 

 

県移住ポータルサイト 
アクセス数 

(セッション数) 
 

 163,206件 
（前年同期比 102％） 

移住者数 
 

371 組 
（前年同期比115％） 

相談者数 
 

新規相談1,910人 
 (前年同期比 123％) 

 
暮らし隊登録者数 

 

新規暮らし隊363人 
(前年同期比 106％) 

 

累計登録者数4,467人 
（Ｈ28 年3月末から277人増）  

（平成29年4月～8月）移住促進策の進捗状況等について 

平成31年度の移住者数年間1,000組の達成と 
その定常化を目指した強化策を展開   

高知家プロモーション 

ホームページ等での 
情報発信 

移住・交流コンシェルジュ 
による相談対応 

市町村のサポート体制の充実 
（専門相談員の配置等） 

移住促進策と各産業分野の 
担い手確保窓口との連携 

都市部での相談会や 
移住体験ツアーの実施 

地域移住サポーターによる 
フォローアップ 

移住者交流会の開催 

○起業家の誘致 

○「移住について真剣に考えて
もらう」仕掛けの強化 

「高知家生涯活躍のまち」 
（高知版ＣＣＲＣ） 

市町村間の連携した取り組み支援 

移住者向け住宅の確保対策強化 

県内企業の参加を得たフェアの開催 

求人ニーズのある事業体を巡るツアー等の
実施 

１ 

３ 

○情報発信の大幅拡大 
 
 
 

 

メディアへの広告等による露出増 

メディアの県内招致を通じたＰＲ 

関東・関西以外の新たなエリアの開拓 

ホームページへのアクセス増加対策 

１ リーチ（届く範囲）を広げる！   

○情報発信の大幅拡大とアプローチの強化 

アクティブに働きかける！ 2 

3   ゲートウェイ（受け皿）を広げる！ 

○移住のハードルを下げる仕掛けづくりと住宅の確保策の強化  

○移住後の定住に向けたフォロー体制の深化 

■ 高知市を中心とした二段階移住の取り組みの展開 

■ 「高知家生涯活躍のまち」（高知版ＣＣＲC）の取り組みの推進 

■ 空き家調査から、耐震を含む改修までを一連で支援し、「安全な住まい」の確保を強化 

新 

拡 

○起業家の誘致 

○ターゲット別の戦略的アプローチ策の展開 

■ 高知家プロモーションと徹底的に連携した移住ＰＲ 

■ 「高知家で暮らす。」ポータルサイトの魅力向上 

■ 発信素材の継続的な発掘と発信方法の磨き上げ 

 

拡 

■ 子育て世代やアウトドア関心層等、ターゲットごとに訴求力のある媒体での広告等の展開 

■ Uターンを促進するための県内向け広報の強化、人材ビジネス会社登録者への情報発信 拡 

拡 

○ 新規相談者の獲得対策の強化 

■  「高知家で暮らし隊」会員制度の魅力向上と登録ページへの誘導の強化 

■  県内就業体験機会の提供と支援 

■  ターゲットや移住検討熟度に応じた移住体験ツアー等の実施 

拡 

拡 

拡 

○ 各分野の担い手確保策との連携による人財誘致の促進 

■ 様々な人材ニーズの顕在化・集約化による都市部人材とのマッチング強化 

    ・就業情報DB（仮称）の構築 

    ・移住促進と人材確保のための体制強化 

■ 県内企業・市町村・各産業分野等が参加した「高知暮らしフェア」の開催 

■ 求人ニーズのある事業体を巡るツアー等の実施 

新 

住宅耐震化促進事業費補助金（住宅課所管）

１ 

資料1 



○記者を招致し、記事として本県の移住

の取り組みをPR 

 ・求人サイト「日本仕事百貨」記者招 

  致（9月招致、10月記事公開予定） 

○ターゲット別の戦略的な情報発信 

 ・子育て世代、アウトドア関心層等、 

  ターゲットごとに訴求力のある媒体 

  での広告の実施 

  ⇒アウトドア雑誌への広告掲載（11 

   月） 

＊継続実施分は割愛 

〇情報発信の大幅拡大とアプローチの強化 

 ・高知家プロモーションと徹底的に連携 

  した移住ＰＲ 

  ⇒高知県イメージ調査（9月、3月） 

 ・「高知家で暮らす。」ポータルサイト 

  の魅力向上 

  ⇒情報発信機能の強化（10月）、HP改 

   修（3月） 

＊継続実施分は割愛 

○（移住まで意識していない）高知ファン 

 を対象にしたイベントの開催 

 【大阪】9/30「高知家ホームパーティー」 

 【東京】10/6「はちきん女将に聞く」 

○龍馬マラソン等のイベントにおいて移住 

 パンフ等の配布 

＊継続実施分は割愛 

9月～３月 4月～8月 

(平成29年4月～8月) 移住促進の主な取り組み 

○東京のアンテナショップ「まるごと高知」に移住相談窓口の開設による高知ファンへの情報提供（4月～） 

○観光情報サイト「よさこいネット」を活用した移住関連情報の発信（４月～） 

〇ターゲット別の戦略的アプローチ策の展開 

 ・Ｕターンを促進するための県内向け広報の強化 

      ⇒高知暮らしフェアの告知を目的とした、県内でのテレビＣＭの放映（6/1～6/23、60本放映）、高知新聞で    

   広告掲載（6/3、6/17） 

  ⇒県テレビ広報番組での移住促進の取組紹介（6/11）、県ラジオ広報番組での移住促進の取組紹介（6/6）、 

   さんSUN高知県外版5月号での高知暮らしフェアの告知 

 ・民間人材ビジネス会社登録者（高知出身県外大学生等）への情報発信（6月上旬） 

  ⇒登録者への高知暮らしフェア告知チラシの送付 

   キャリタス就活：（大学4年生）284名、ケンジン：（大学4年生）600名、（一般転職者）1,000名等 

 ・県内コンビニ、包括協定を締結した県内金融機関での「高知暮らしフェア」告知チラシの配布（6月～） 

【Ｈ29.8月末】 

・県移住ＨＰ 
 「高知家で暮らす｡」 
  アクセス数 
   (セッション数) 

   163,206件 
（前年同期比102％） 

 
 
 
 
 

高知を知って・ 
好きになって 
もらう 

移住に関心を 
持ってもらう 

顕在化された移住 
関心層に高知を意 
識してもらう 

○ふるさと回帰支援センターに移住相談窓口の開設による移住関心層への情報提供（4月～） 

○「高知家で暮らす。」の認知度向上を目的としたインターネット広告等の実施（5月～） 

    ⇒8月末アクセス増加効果：56,785件 

○国のポータルサイト「全国移住ナビ」を活用した情報発信（4月～） 

○「移住・交流情報ガーデン」（東京）で、高知の移住関連のガイドブック等配布（4月～） 

○ターゲット別の戦略的な情報発信 

 ・子育て世代、アウトドア関心層等、ターゲットごとに訴求力のある媒体での広告の実施（5月～） 

  （子育て世帯向け）  

  ⇒子育て世代向けイベント「リトルママフェスタ（東京）」へのブース出展（5/6） 

   ⇒子育て情報誌「リトル・ママ」6月号への広告掲載（5/15） 

  ⇒子育て応援サイト「Happy-Note.com（ハッピーノート ・ドットコム）」（ミキハウス子育て総研運営）のメルマガ

登録者（約6万人）への「高知暮らしフェア」の告知メール発送（6/8） 

  （移住関心層向け） 

  ⇒田舎暮らしの本（7月、8月号）への広告掲載 

  ⇒ＷＥＢメディア「YADOKARI」への「高知暮らしフェア」広告掲載（5/23） 

       ⇒モノレール浜松町駅での広告看板の設置（8/9～11月）、「中央公論」2017年9月号での移住広告掲載 

【Ｈ28実績】 

移住についての関心 
を更に高める 

高知ファン 

移住関心層 

〇情報発信の大幅拡大とアプローチの強化 

 ・高知家プロモーションと徹底的に連携した移住ＰＲ（4月～） 

  ⇒高知家特設サイトでの情報発信、高知家統一セールスキャンペーン推進本部の開催（5/11） 

  ⇒高知家5年目キャッチコピー「高知家は、いろんな家族で大家族。」記者発表（6/7） 

  ⇒高知県まとめサイト「高知家の○○」本格稼働（6/7） 

 ・「高知家で暮らす。」ポータルサイトや移住・交流コンシェルジュFacebookでの情報発信（４月～） 

○発信素材の継続的な発掘と発信方法の磨き上げ 

  ⇒ 「高知家で暮らす。」情報編集部／第１回編集会議（8/23） 

  ⇒高知県のＱＯＬ（生活の質）の発信（「高知家で暮らす。」、移住セミナー等）（４月～） 

○事業承継・人材確保センターによる、首都圏での中核人材の発掘（４月～） 

○事業承継・人材確保センターによる、東京、大阪、名古屋事務所と連携した人材情報の収集（４月～） 

両ターゲット 
への取り組み 

・高知家の認知 
 30.7％ 
 

・県移住ＨＰ 
「高知家で暮らす｡」    
 セッション数 
   531,678件 
 

 
 
 
 
 

２ 

   リーチ 

（届く範囲）
を広げる！ 



9月～３月 4月～8月 

(平成29年4月～8月) 移住促進の主な取り組み 

【Ｈ29.8月末】  
・移住相談者数 
      1,910人 
（前年同期比123％） 
 

・暮らし隊会員   
   新規登録者数 
     363人 
（前年同期比106％） 
 

累計登録者数
4,467人 

（Ｈ28 年3月末から
277人増） 

 
 

 
 
 
 

移住に向けた 
主体的な行動に
移ってもらう 

○移住相談業務に係るマネジメント職員の配置（高知商工会議所への派遣）により、県の施策と相談業務の連携体制 

 を強化（4月～） 

○ふるさと回帰支援センター（東京）の移住相談窓口における移住・交流ｺﾝｼｪﾙｼﾞｭによる相談業務の実施（４月～） 

○大阪にて出張移住相談を実施（毎月第４金曜日・土曜日）（４月～） （8月は「就農相談」として実施） 

○「高知家で暮らし隊」会員に月１回メルマガ配信（４月～） 

○「高知家で暮らし隊」会員へふるさと便の発送（7/31） 

〇新規相談者の獲得対策の強化 

 ・「高知家で暮らし隊」会員制度の魅力向上と登録ページへの誘導強化 

  ⇒スマホ版の高知家で暮らし隊登録ページの開設（7/5～）※7～8月のオンライン登録者91名（前年同期比125％） 

  ⇒市町村、民間と連携した会員特典制度の検討（５月～） 

 ・県内就業体験機会の提供と支援 

  ⇒ふるさとワーキングホリデー事業の参加募集・受入開始（6/24～、9/4 37名申込）、募集説明会の 

         実施（6/24～9/2 16回開催、延べ229組参加）、ふるさとワーキングホリデー特設HPページ開設（7月） 

  ⇒高知暮らしフェア参加者等の企業訪問の支援（６月～） 

 ・ターゲットや移住検討熟度に応じた移住体験ツアー等の実施 

  ⇒移住検討の熟度の低い方を対象とした高知暮らし体感ツアーの実施（5/27～28、参加者7組） 

〇各分野の担い手確保策との連携による人財誘致の促進 

 ・県内企業・市町村・各産業分野等が参加した「高知暮らしフェア」の開催（6/24大阪：190組参加、6/25東京：244組 

  参加 ※前年同期比158％） 

 ・移住セミナーの開催  

  【大阪】5/13公務員編：14組参加、8/5農・林・漁編：5組参加 

  【東京】4/15公務員編：24組参加、7/22起業ワークショップ：9組、9/2高知暮らしフェア【ミニ】：66組 

 ・各種フェアへの出展 

  【大阪】7/29ふるさと回帰フェア： 87組参加（参加市町村含む） 

 ・求人ニーズのある事業体を巡るツアー 

   ⇒志ツアー（7/22～23嶺北編：5組参加） 

   ⇒産地提案型農業体験ツアー（8/5～6四万十町：5組参加）、漁業就業セミナーの実施（5/21室戸市：5組参加） 

 ・東京での事業承継・人材確保センターと移住・交流コンシェルジュが連携した就職相談の実施（月１回程度） 

   ⇒4/22：3組 、5/27：2組、6/17：2組、7/8：3組、8/5：4組 

 ・産地提案書におる就農者の確保（8月：53提案）、漁村からのライフスタイルの提案による就業者の募集（8月：8提案） 

 ・こうちアグリスクールの開催（【大阪会場】平日夜間17名 7/13～14、土曜昼間35名 8/26・9/9・9/23、【東京会 

  場】平日夜間9名 9/14～15）、フォレストスクールの開催（【大阪会場】8名 8/27・9/10・9/24、【東京会場】 

    9名 8/26、9/9、9/13）  

○首都圏の求職コーディネーターと東京事務所が連携した県内の人材ニーズを都市部人材に届ける取り組みの実施（４月～） 

○事業承継・人材確保センターによる、本県へのU・Iターン希望者と県内求人企業への求人・求職情報等の提供（４月～） 

○「高知家で暮らし隊」会員へふるさと便 

 の発送（11月、3月） 

○高知暮らし体感ツアーの開催（11月、3月） 

〇各分野の担い手確保策との連携による人財 

 誘致の促進 

 ・高知暮らしフェアの開催（12/16東京、 

  12/17大阪） 

 ・移住セミナーの開催 

  【大阪】１月中旬、2/24 

  【東京】2/25 

      【その他】10/15名古屋、10/28横浜 

 ・各種フェアへの出展 

  【大阪】11/25中四国フェア 

  【東京】9/10ふるさと回帰フェア、 

      11/12四国暮らしフェア、 1/21  

      JOINフェア、  2/18将来世代応 

      援知事同盟移住フェア 

 ・求人ニーズのある事業体を巡るツアー 

  ⇒志ツアー（9/16～17起業編、10/7 

   ～9幡多編、10/27～28移住女子旅編、 

   12月就職編、2月東部編） 

  ⇒産地提案型農業体験ツアー（2月）、 

   林業体験ツアー（10～11月、1～2 

   月）、漁業就業セミナー（11月、2月） 

○起業家の誘致 

 ・都市部（東京、大阪）の人材を対象とし 

  た起業研修の実施（10月～） 

○UIターン就職希望者を対象にした就職セミ 

 ナーの開催（10/14大阪、10/15東京） 

○コンテンツ人材の確保対策の強化（首都圏 

 高知家IT・コンテンツネットワーク交流会 

 の実施）（9/9東京） 

＊継続実施分は割愛 

【Ｈ28実績】  
・移住相談者数 
    3,740人 
 

・暮らし隊会員   
   新規登録者数 
    790人 
 

   累計登録者数 
  4,190人 

 
 
 
 

３ 

アクティブに 
働きかける！ 



○官民協働による「高知県移住推進協議会」による移住促進策の検討（4/28、9/14） 

○移住専門相談員（8月末：28市町村46名）の配置等、市町村の受入体制整備に対する支援（4月～） 

〇新規相談者の獲得対策の強化 

 ・ターゲットや移住検討熟度に応じた移住体験ツアー等の実施 

  ⇒移住検討の熟度の高い方を対象とした市町村移住体験ツアーの実施（5月～） 

〇各分野の担い手確保策との連携による人財誘致の促進 

 ・様々な人材ニーズの顕在化・集約化による都市部人材とのマッチング強化 

  ⇒移住促進と人材確保を一元化した「一般社団法人高知県移住促進・人材確保センター」の設立（7/28）、 

   第１回理事会（8/1）の開催   

  ⇒高知県就業情報データベース（仮称）構築に係る受託事業者決定、構築開始（５月～） 

〇移住のハードルを下げる仕掛けづくりと住宅の確保策の強化 

 ・高知市を中心とした二段階移住の取り組みの展開 

  ⇒市町村が行う二段階移住を促進するために行う事業に対する支援の新設（４月～） 

 ・「高知家生涯活躍のまち」（高知版ＣＣＲC）の取り組みの推進 

  ⇒市町村での高知版CCRCの展開に向けた支援の実施（４月～） 

 ・空き家調査から、耐震を含む改修までを一連で支援し、「安全な住まい」の確保を強化（4月～） 

  ⇒空き家活用促進事業の活用による空き家の改修（H29要望箇所数：141ヶ所） 

○高知家移住促進プロジェクトの更なる活動強化や、民間の移住支援団体の増加に向けた支援（県補助金による

支援等）（5月～） 

○市町村移住促進担当者、移住専門相談員との情報交換会及びレベルアップ研修の開催（6/16） 

○市町村移住専門相談員と移住・交流コンシェルジュの相互受入研修の実施（6月～） 

 ⇒市町村相談員の県受入（7/12土佐市、7/26田野町、8/1宿毛市、8/3奈半利町、8/9いの町、8/17須崎 

  市、8/22津野町、8/28四万十町、8/29大月町） 

 ⇒移住・交流コンシェルジュの市町村受入（6/15奈半利町、6/19香美市、6/30田野町・安田町、7/14四万十 

  町、7/26宿毛市・三原村、7/27大月町、8/4津野町、8/15土佐市・須崎市、8/22いの町、8/24梼原町） 

○各分野の担い手・人材確保担当者を集めた定例会を開催し、情報共有（4/25、6/19、8/16） 

移住について 
真剣に考えて 
もらう 

9月～３月 ４月～8月 

(平成29年4月～8月) 移住促進の主な取り組み 

高知に安心して住み
続けてもらう 

〇移住後の定住に向けたフォロー体制の深化 

 ⇒移住者交流会の開催（6/11：11組参加） 

 ⇒地域移住サポーターの更なる増員に向けた市町村への働きかけ（５月～） 

 ⇒地域移住サポーターの委嘱（4/7四万十市：1名、6/21高知市：1名） 

 ⇒地域主催の移住者交流会の開催に向けた市町村への働きかけ 

  （４月～、安芸市、高知市、いの町、四万十市などで交流会開催） 

【Ｈ29・8月末】 

・移住者 
 371組 
 （前年同期比115％） 
 

・地域移住サポーター 
 16市町村101人 

 
 
 

【Ｈ28実績】 

・移住者 
 683組 
 

・地域移住サポーター 
 16市町99人 
 

・移住相談窓口利 
   用者の３年目の 
   県内定着率 
   87％ 
 
 
 

○高知県就業情報データベースの運用開始

に向けた各産業分野等の協議（9月～） 

○ 「一般社団法人高知県移住促進・人材

確保センター」の本格稼働（10月～） 

○高知県就業情報データベース（仮称）の

プレオープン（10月～）・本格運用開始

（12月～） 

＊継続実施分は割愛 

 

４ 

ゲートウェイ
（受け皿）を
広げる！ 

 

○平成２７年度の移住者の県内定着率の調 

 査（10月～） 

＊継続実施分は割愛 

 


