
平成２８年度北海道の移住施策について

北海道総合政策部人口減少問題対策局地域政策課

道政の最重要課題である人口減少問題対策の柱の一つとして、平成２７年度に引き続き移住施

策を実施する。

◆平成２８年度の移住関連事業について

平成２８年度の取組は、移住相談のワンストップ窓口である「北海道ふるさと移住定住推進セ

ンター」の運営継続や、ポータルサイトの運営、ローカルワークコーディネーターの配置など平

成２７年度の取組の継続を図るほか、新たに東京に相談窓口を設置する取組などを実施する予定。

※財源は、国の地方創生の深化のための新型交付金を活用予定であり、事業実施時期は未定

（４月着手とはならない見込み）

＜平成２７年度事業と平成２８年度事業との主な対比＞

◆平成２８年度の新たな取組について

○ふるさと移住定住推進センター（東京）の設置

・北海道のワンストップ移住相談窓口である「北海道ふるさと移住定住推進センター」を東

京に設置し、首都圏在住の移住希望者への相談体制を強化する。

○移住希望者マッチング事業の実施

・平成２７年度の移住体験モニター事業に引き続き、移住希望者の生活体験事業を実施。

・平成２８年度の事業においては、滞在市町村において「しごと」「住まい」「暮らし」に関

する体験を通じて、参加者に移住後の生活をイメージしていただくことを主眼に実施

※両事業とも委託により事業実施予定（詳細は今後決定）

平成２７年度 平成２８年度

事業費：９０，４６４千円 事業費：７４，１３８千円

●ふるさと移住定住推進センター（札幌）の設置 （運営）

●ふるさと移住定住推進センター（東京）の設置

●移住ポータルサイトの構築 （運営）

●各振興局に移住関係機関による協議会設置 （継続）

●北海道暮らしフェアへの出展 （継続）

●ローカルワークコーディネーターの配置 （継続）

●ローカルワーク情報バンクの構築 （運営）

●移住体験モニター事業の実施 ●移住希望者マッチング事業の実施

●地域おこし協力隊に関する研修会等実施
（市町村担当者会議・隊員向け研修会）

（継続）
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移住情報ポータルサイト

「北海道移住まるごと情報サイト～SHIFT LIFE 北海道～」の開設について

【概要】

北海道への移住・定住を促進するため、道内の市町村情報をはじめ、移住者に

とって必要な「しごと」、「住まい」、「暮らし」の情報をまとめて発信する。

また、北海道での暮らしをイメージしてもらえるよう、移住経験者へのインタ

ビュー動画を掲載するとともに、地域のしごと情報を掘り起こして提供する「北

海道ローカルワーク情報バンク」、全道の空き家情報を検索できる「北海道空き

家情報バンク」を搭載・リンクし、情報の充実と利用者の利便性を高める。

※北海道ふるさと移住定住推進センター（H27.10 開設）の情報発信の一環。

【ＵＲＬ】www.hokkaido-iju.jp/

【開設時期】平成２８年２月１９日（金）

【コンテンツ】

【特長】

○ 北海道での暮らしや働くことを具体的にイメージしてもらえるよう、移住

経験者の移住のきっかけ、現在の生活などのインタビュー動画を掲載。

○ 農林水産業や観光、ものづくりなど、地域に潜在するしごと情報を掘り起こ

して提供する「北海道ローカルワーク情報バンク」を搭載するとともに、道

内の空き家情報を登録して提供する「北海道空き家情報バンク」とリンクし、

移住希望者にとって必要な情報発信を強化。

○ 市町村ごとに、病院、学校、分譲地などの情報や、起業・子育てなどの支援

制度などを掲載するとともに、「北海道ローカルワーク情報バンク」、「北海道

空き家情報バンク」、総務省の「全国移住ナビ」とリンクし、当該市町村の「し

ごと」「住まい」「暮らし」に関する情報を一連で入手できる。（今後さらに情

報内容を充実。）

北海道暮らしをイメージ！

●移住者へのインタビュー動画

●北海道暮らしの魅力

●北海道を詳しく知る

移住に役立つ情報を知る！

●北海道ローカルワーク情報バンク

●ＵＩターンしごと情報

●農林水産業しごと情報

●福祉・医療しごと情報

●起業支援情報

●住まい探し情報

●北海道空き家情報バンク

●医療情報

●子育て・婚活支援情報

目的や条件から移住先を探す！

●市町村の移住関係情報

●体験移住情報

●市町村ﾜﾝｽﾄｯﾌﾟ相談窓口



北海道ローカルワーク情報バンクについて

１．概要

「北海道ローカルワーク情報バンク」は、全道に配置したローカルワークコーディ

ネーターが掘り起こした、北海道ならではの地域資源の活用や観光交流など、地域の

しごと情報を掲載し、利用者は、カテゴリーや業種など様々な条件による検索が可能

なシステムである。

２．北海道ローカルワーク情報バンクのしくみと登録などの流れ

【登録から面接・採用までの流れ】

①会員・求職情報登録

②内容確認

③求人情報公開、閲覧、検索

④応募・問合せ

⑤求職者情報提供

管理者

北海道ローカルワーク情報バンク

仲介

利用者

（求職者）

①会員・求職情報登録 ②内容確認

③求人情報閲覧・検索

④応募・問合せ

③求人情報公開

⑤求職者情報提供

ローカルワーク

コーディネーター

市町村等

企業等

（求人者）

協力

協力

情報提供

面接・採用

会員登録は、氏名、メールアドレス、性別を入力、求職者情報は、希望職種、就職希望
地、プロフィールなど入力。

管理者は、求職者情報の内容を確認、管理。

管理者は、求人情報を公開し、利用者は求人情報を閲覧。

「環境・エネルギー問題にチャレンジする仕事」といった「カテゴリー」、「農業」や「建
設業」といった「業種」、「営業的職業」といった「職種」のほか「エリア」や「キーワー
ド」など様々な条件で検索ができる。

利用者は、気になる求人が見つかったら、管理者である「北海道移住定住推進センター」
へ問い合わせや応募をする。

管理者は、当該求人者に求職者情報を提供するなど双方の意思を確認しながら仲介をした
後、求人者と求職者が直接連絡を取り合い、面接・採用が決定する。



TOPページの主な表示項目

SHIFT LIFE 北海道

179市町村が、あなたを待っている！

北海道で働きたい、あなたをサポートします！

住みたい街を探す

しごと情報を探す

住まい情報を探す

暮らし情報を探す

北海道ローカルワーク情報バンク

北海道空き家情報バンク

8名のバナー

メインバナー

移住者インタビュー

しごと・住まい・暮らし情報を探す

北海道移住まるごと情報サイトサイトマップ

グローバルナビゲーション

その他項目 お知らせ

移住者インタビュー

検索結果一覧しごと・住まい・
暮らし情報を探す

北海道暮らしの魅力

北海道を詳しく知る

北海道の住みたい街を探す

北海道に住もう！

北海道で暮らそう！

北海道暮らしを体験しよう！

暮らしをエンジョイできる

ワークライフバランス

子育てにふさわしい環境

北海道のこともっと知ってほしい

エリアごとの特徴

主な都市間の距離

北海道へのアクセス

主要都市の平均気温

リンクについて

個人情報の取扱いについて

著作権について

北海道への移住相談・お問い合わせ

北の大地への移住情報メールマガジン

北海道移住ガイドブック (PDF)

北海道市町村地図 (PDF)

イベント・セミナー

移住体験の募集

その他注目情報

各市町村情報ページ

●農業 ●林業 ●漁業 ●福祉 ●医療 ●起業

体験移住「ちょっと暮らし」 

市町村窓口一覧

住まい探し情報

子育て・健康・医療環境

●セールスポイント
●暮らしの情報
●住まい情報
●市町村の支援制度
●イベント・観光情報
●基本情報

※各外部連携サイトの
　該当市町村ページに遷移

※各ページ関連サイトへ適時リンク

※各インタビューの
　YouTube ページに遷移

※冊子よりも詳しいレポート文章

この町のしごと情報を見る
（北海道ローカルワーク

　情報バンク）

この町の空き家情報を見る
（北海道空き家情報バンク）

この町の移住情報を見る
（全国移住ナビ）

リンク「GoodDay 北海道」、「旅して体験北海道」

リンク「ハグクム」

北海道で暮らそう！

全国移住ナビ

JOIN

各詳細情報

バナーリンク

●農業：野口さん
●養鶏：崎原さん
●ピザ店：井上さん
●ペンション：白川さん

●温泉：尾崎さん
●観光協会：久保田さん
●チーズ製造販売：月村さん
●IT 会社：田名部さん

地域おこし協力隊

市町村のワンストップ相談窓口

北海道で働こう！

検索ページ

検索条件：

●住まい情報から探す
●市町村の支援制度から探す
●市町村名・地域から探す
●興味・関心で探す



HOME > 第 1次産業資源の高付加価値化に貢献する仕事 > 廃校を工房に、ひとりひとりの思いと対話しながら一生愛される家具づくり

廃校を工房に、ひとりひとりの思いと対話しながら
一生愛される家具づくり

代表者からのメッセージ 企業・団体の魅力

お客様に一生愛される家具づくり
「旅する木」の工房は札幌の隣町、当別町の廃校になった小学校です。この小学校で、北海
道の美しい四季を肌で感じながら地元の方々に協力してもらい、たくさんの方に喜ばれる
家具を作っています。
　「旅する木」の一番太い柱は家具作りです。丁寧に心を込めて、一生愛される家具を作り
つづけます。家具は基本的には全てオーダーで、最初から最後の行程まで全て、私たちが
作っています。長く使ううちについてしまうキズが“味”となり、“思い出”となる無垢材を多く
使い、すべてカンナで仕上げています。

家族で遊びに来られる工房、学びや出会いのある工房に
　また、家族で遊びに来られる工房にするために、ギャラリーとゆったりお茶を飲めるカフェを併設し、子どもが木のおもちゃで遊べるコーナーも設
け、本格的な家具作りを学べる木工教室も行っています。
　その他にも、地域の子ども達の木育活動、コンサートやイベントの開催など、たくさんの人々の出会いの場となるような工房として活動しています。

企業・団体のビジョンやミッション

一覧に戻る

　「旅する木」はショップには卸さずに、あくまで“お客様と直接”に
こだわり、心を込めて、こだわったモノ作りをしています。多くの人を
喜ばせ、驚かせたい。そんな気持で家具を作っています。
　同じ思いで、一生懸命、楽しく、旅する木で働きたい方、旅する木
の役に立ちたいと思ってくれる方をお待ちしています。

・田園風景のなかの廃校となった小学校校舎という環境を
 生かした工房づくり
・家具を使う人を一番に考えた家具作り
・営業や有料広告に頼らずに、最初から最後まで自分たちの手で
 家具をつくり、お客さんの手に届けるという信念

スタッフからもひと言

私たちも、代表の思いに共感して「旅する木」に全国各地から集まってきたスタッフばかりです。
冬の寒さは厳しいですが、もっと暖かいものにたくさん出会いながら、素晴らしい環境の中で毎日楽しく家具作りに励んでいます。

第1次産業資源の高付加価値化に貢献する仕事 札幌エリア

●住所：北海道石狩郡当別町東浦2796-1　●電話：0133-25-5555　●Email：kagu@tabisuruki.com　●URL：http://tabisuruki.com

家具工房 旅する木

この企業の求人情報をチェック！

©Copyright2016-, All Right Reserved.

他のカテゴリから探す

第１次産業、
及びその高付加価値化に
貢献する仕事

環境・エネルギー問題に
チャレンジする仕事

自然資源の保全・
活用に携わる仕事

地域の医療・福祉の
ニーズへ応える仕事

デザインの力で
地方の魅力発信を
支える仕事

ITを活用し
地域課題の解決に
貢献する仕事

工芸や製造業など
独自の技術を活かした
ものづくりの仕事

地域資源を
活かした観光交流に
係わる仕事

その他




