
住民語らいの場

地域の伝統行事

子育て

 東京オフィス2019年第31回ふるさと暮らしセミナー

あなたの一生懸命をとことん応援します
移住

相談会

(参加無料/入退場自由)

東京交通会館8F
ふるさと回帰支援センター
セミナースペースA

タイムスケジュール

移住した先輩方との座談会 12：00～13：00

「The Hotelかんらプロジェクト」
に貢献 

川村 僚 さん

町のPR・観光イベント等
で活躍 

藤森 美子 さん

赤レンガ倉庫で古道具屋
を経営

自然栽培農法で農産物
を栽培

西原 大希 さん 五十嵐 亮 さん

大学在学中から、「地域おこし協力
隊」として甘楽町で活動。町全体をホ
テルとみなし、空き家を改装し客室とす
る「The Hotel かんらプロジェクト」に携
わり、現在は予約管理、清掃管理に
従事。簡易宿所１棟、お試し移住施
設１棟の管理を行っています。

「緑のふるさと協力隊」として神流町で
1年間活動。その時のご縁で居心地の
良い神流町に来て早７年。現在、町
の観光案内所に勤務し、町のＰＲやイ
ベント開催など幅広い分野で活躍して
います。

平成３０年に東京から家族で移住。
下仁田駅近くにある１９２０年代に建てら
れた赤レンガ倉庫で「古道具 熊川」を
営んでいます。古いものを大切に想い、
その魅力を発信中。
遠くは海外からも人が訪れています。

横浜生まれの五十嵐さん。農業を勉強
するために、日本全国一周の旅を経
て、土の素晴らしさに感動し、平成25
年に南牧村へ移住。「自然農園まほら
ま」で農薬や化学肥料を使用しない自
然栽培農業に取り組んでいます。

子育て、仕事・起業、住まい・空き家、農林業、二拠点生活、地域おこし協力隊 etc
あなたが思い描く夢やライフスタイルの実現を全力応援！
遠慮なく何でもご相談ください。

個別相談会 13：00～14：30

甘楽町 神流町 南牧村下仁田町

◆市町村ごとのブースを設けます(詳細は裏面をご覧ください) 

1

2

南牧村
なんもくむら

下仁田町
しもにたまち

藤岡市
ふじおかし

神流町

かんなまち

3月17日 日
12：00～14：30

2019年

☆ 豊かな自然の中で ゆっくり子育て
 支援策充実してます。

☆ 年間通して 農業を満喫 気候穏や
か、人情あったかで～す。

☆ 二拠点生活 にも最適 高速交通網充
実の「西上州」です。

 (東京から高速道路で 藤岡:約60分 富岡
:約80分 下仁田:約90分)
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先着30名様に
地場産品をプレゼント！

ひろきにしはらよしこふじもりつかさかわむら りょういがらし

◆主催/群馬県富岡行政県税事務所
　　　 　　　藤岡行政県税事務所
◆共催/認定NPO法人ふるさと回帰支援センター



個別相談会ブース

富岡市
 (とみおかし)

市町村名 担当者から一言 わが町のオススメ支援策 ぐんま暮らし
ポータル

世界遺産“が”あるまちから世界遺産“も”あるまち
にリニューアル中。あなたもまちの当事者とし
て関わりませんか。

・中高生人財育成事業
　将来を担う中高生の人財育成に取り組んでいます。
　学生のうちに自分の可能性に気付くことって大切。
・まちなか移住体験住宅
　市内の生活を体験できるよう、体験住宅を整備。
　富岡の昼だけでなく、夜も体感してください。

下仁田町
 (しもにたまち)

② ちょっと、のぞいてみてください“しもにた暮らし”

下仁田町は人口約7,400人の小さな町。上信電鉄
（高崎～下仁田）の終着駅「下仁田駅」がある
町です。木造駅舎の佇まいは町を代表する魅力
のひとつ。町を歩けば、どこか懐かしさを感じ
る人と暮らしの風景を体感できます。

・テレワークオフィス
　新しい働き方をみつけるなら、テレワークオフィスがおす
すめ。多様な人が集まる場所で仲間づくりも可能です。

　デスク、インターネット環境も整備されています。
・ねぎとこんにゃく下仁田奨学金
　子どもたちが成長して下仁田町へ帰ってくることを地
域全体で応援する新しい奨学金制度です。

南牧村
 (なんもくむら)

自然を満喫できる村。人情あふれる村。子育て
支援が充実した村。
自然の中であなたのライフスタイルを考えてみ
ませんか？

・子育てに関する支援
　第１子から保育料及び学童保育を無料化しています。
また、小中学校の給食費の無料化、高等学校等の通学
費補助などもあり、子育て世代を応援しています。

甘楽町
 (かんらまち)

④ 「キラッとかんら安心のまち」子育て世代からセカンドライフを
充実させたい世代まで安心して暮らせます。

町なかの住宅街から山あいの集落まで、お望み
のライフスタイルで暮らしを楽しむことができ
ます。

・まちづくり定住応援金
　新たに住宅を取得した方を対象に、初年度に係る固定
資産税相当額を交付します。
・保育料の減免
　第３子以降の子どもにかかる、保育園保育料・幼稚園
保育料を無料にします。
・幼稚園給食費無料
　幼稚園での給食費について無料化を実施しています。

藤岡市
 (ふじおかし)

⑤ 生活に必要なモノがそろう田園都市
上野・東京方面にも新宿・渋谷方面にも乗り換
えなしで行けるアクセスの良さと豊かな田園風
景が魅力！

・多世代ファミリー同居支援増改築等補助金
　３世代以上で同居する家族の住宅の増築・改築に必要
な費用の一部を補助します。
　（補助率３分の１。上限３０万円）

神流町
 (かんなまち)

⑦ 仕事・就職、農業に関する相談ブース

⑥ 楽しむ移住のお手伝いします！

山村の懐かしい空間と、雄大な自然、温かい人
情味が財産の神流町で、あなたの移住をサポー
トします。

・通勤・通学の補助
　町外へ20km以上、通勤、通学される方の補助を行っています。
・結婚祝い金の支給
　結婚された方へ10万円の結婚祝い金を支給しています。
・子育て支援
　子どもの、出生、入学、卒業時に子育て支援金を支給しています。
　保育料、学童保育、小中学校までの給食費等は全て無料です。

当地域は恵まれた気象条件により、多種多
様な野菜栽培が盛んです。
お好みの野菜づくり就農を支援します。

事前予約申込書 事前に参加申込いただいた方に当日受付で素敵なプレゼント !

　問い合わせ・申込先 　群馬県 富岡行政県税事務所 総務振興係　電話：0274-62-9525
FAX：0274-63-5141    メール：tomigyou@pref.gunma.lg.jp

　QRコードからでも
申込みいただけます !

会場：ふるさと回帰支援センター 
( 東京都千代田区有楽町 2‒10‒1 東京交通会館 8階 )
 電話：03-6273-4401　FAX：03-6273-4404
■JR「有楽町駅」京橋口・中央口から徒歩 1分
■地下鉄有楽町線「有楽町駅」D8出口から徒歩 1分

① ただ今、まちを編集中。あなたもまちの編集者に！

③ 最上級の自然　きれいな“山”と“川”
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お 名 前

ご 住 所

来場時間 時　　　分 頃

電話番号

ご希望の
市町村

来場人数 名

年　齢 歳

(〒　　　　　　　）

ふりがな

ご希望の相談内容
 (該当箇所にチェック
  を入れてください )

□子育て   □仕事・就職・起業   □空き家・住まい   □二拠点生活
□農業   □林業   □現地の下見   □お試し体験住宅
□地域おこし協力隊  □地域住民との交流
□その他 (           　　　　　　　　　　  )

相談会で聴きたいこと等、具体的な希望相談内容等がありましたら下記にご記入ください。

世界遺産富岡製糸場と
工女ぐんまちゃん

新規就農をサポートします！

当日参加も可能ですが、あらかじめご希望内容等をいただけますと、当日のご相談がスムーズなため、
事前申込をお薦めします。（個人情報は移住関連の情報提供やご要望の把握以外には使用しません。）
◆申込方法◆  申込事項を記入の上、ＦＡＸまたはメールで下記までお申し込みください。


