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1 佐久市の移住・定住(移住等)推進への取り組み

佐久市

望月支所 広報広聴課移住交流推進課

移住・定住促進事業

【移住相談】
・移住交流相談員の設置
・移住セミナー等の開催・参加

【補助金関連】
・佐久市移住検討者滞在費補助金
☆佐久市リモートワーク実践者スタートアップ支援金
・移住促進住宅取得費等補助金
・佐久市移住促進サポート清掃費等補助金
・佐久市UIJターン就業・創業移住支援事業補助金

【お住まい探し支援】
☆空き家バンク
☆お住まいオーダー

シティプロモーション事業

【移住検討者向け】
☆リモート市役所
☆Shijuly(シジュリー)

など

滞在型農園施設事業

☆佐久クラインガルテン望月

☆・・・二地域居住検討者の方も利用可能なもの
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2 佐久クラインガルテン望月

【本事業ができた経緯について】
・都市部の「農あるくらし」を求める人と、佐久市の遊休・荒廃農地の利活用を目的として、クラインガルテン
のような「滞在型農園施設」事業を開始。また、地域との交流および活性化も目的としている。

【佐久クラインガルテン望月について】
・平成21年4月1日より事業を開始

施設情報

宿泊施設付き農園
20棟
- 19棟：一般棟
- 1棟：バリアフリー棟

農機具小屋 1棟

共同農園 1区画(300㎡)

遊歩道
「こもれびの小径」

456ｍ

年間使用料
¥398,000/年・区画
※公共料金等は別途

施設データ



2 佐久クラインガルテン望月

【平成２１年度～令和３年度までの利用実績】
・東京圏（埼玉県、東京都、神奈川県、千葉県）の利用者が多い

利用者数（組）

延べ組数 259

実組数 79

利用者別居住都道府県内訳（組）

埼玉県 23

東京都 20

神奈川県 18

千葉県 6

愛知県 3

群馬県 2

茨城県 2

新潟県 1

京都府 1

大阪府 1

栃木県 1

長野県 1

合計 79



3 佐久市リモートワーク実践者スタートアップ支援金

【支援金ができた経緯について】
・コロナ禍で、リモートワークをはじめとした働き方の多様化に伴い、令和2年11月1日より本支援金を開始。
・地方では仕事がなかなか見つけづらいため、働く場所を選ばないリモートワーカーに着目した。

【支援金の内容について】
・令和2年11月1日以降に、①長野県外から佐久市に移住もしくは佐久市との二地域居住を開始した方で、
②リモートワークをしている人に支援金を交付。

補助金の名称 補助額 備考

1 リモートワーク支度金 5万円 交付要件を満たした人すべてが対象

以下は、1の「リモートワーク支度金」を受けた人に加算

2 新佐久市民応援金 10万円 移住された方のみ。二地域居住は対象外。

2-2 中学生以下の子の加算 1人につき10万円 2の補助金対象者で、中学生以下の子どもと同居する場合

3 新幹線乗車券等購入費支援金
(月額上限)2万5千円
※最長36か月(3年間)

通勤や顧客との商談などで新幹線を利用する場合
※「新幹線」のみ。在来線は対象外。

4 シェアオフィス等利用支援金
(月額上限)5千円
※最長36か月(3年間)

佐久市内のシェアオフィスなどを利用してリモートワーク
をする場合



3 佐久市リモートワーク実践者スタートアップ支援金

【支援金を開始してからの利用実績】
・令和2年11月1日～令和3年9月30日までの実績

※1人で複数申請(新幹線など))した場合もそれぞれ1件としてカウントしている

・各補助金の申請者数

補助金の名称
令和2年度 申請件数
( )内は総利用人数

令和3年度(※) 申請件数
( )内は総利用人数

1 リモートワーク支度金 26件(26人) 10件(10人)

2 新佐久市民応援金 23件(23人) 10件(10人)

2-2 中学生以下の子の加算 13件(23人) 4件(10人)

3 新幹線乗車券等購入費支援金 3件(3人) 17件(6人)

4 シェアオフィス等利用支援金 0件 1件(1人)

年度
総申請件数

( )内は総利用人数

令和2(令和2年11月1日～令和3年3月31日) 29件(26人)

令和3(令和3年4月1日～令和3年9月30日) 28件(16人)

実際に移住した人数

※令和3年4月1日～令和3年9月30日



4 リモート市役所

【本サービスができた経緯について】
・コロナ禍における行動自粛などで人を呼び込むことも難しくなり、移住検討者も行動が制限されるなか、
移住検討者が直接足を運ばなくても佐久市の魅力やリアルな情報を伝えられる方法はないかを考え開始した。

【リモート市役所について】
・ビジネスチャットツールである「Slack」を用いた、日本初の行政主導オンラインサロン。
・テーマに応じたチャンネルが用意されており、子育てのことや移住全般のことなど、
移住検討者が気になることを、チャット形式で気軽に質問することができる。

・移住希望者や実際に移住した方だけでなく、元々佐久市民の方や取組自体に興味のある人など、様々な人が
参加しており、質問に対して様々なリアルな回答を
得ることができる。

・リモート市役所をより盛り上げるため、本サービス
における課長・職員を募集し、課長1名・職員38名。

・登録者数はおよそ1.400人(令和3.12月時点)。

【課題】
・登録者数の割に、回答してくれる人が少なかったり、
回答者が固定されたりしてきている。

・今後はより登録者が積極的に参加したくなるような
サービスにしていくことが重要。



5 Shijuly(シジュリー)

【本サービスができた経緯について】
・「リモート市役所」利用者の要望から生まれたサービス。
→佐久市での「お試し移住(試住)」をする際の情報が集約されたものが欲しい

【Shijulyについて】
・佐久市の4エリア(佐久平・岩村田・東/中込・野沢/臼田/望月・浅科)ごとに、
試住できる施設(ホテルや旅館など)や子供が預けられる施設、シェアオフィスの情報などを見つけられる。

・「佐久市移住検討者滞在費補助金」の申し込みも行うことが可能。



本資料についてのお問い合わせは以下まで

長野県佐久市 企画部 移住交流推進課

TEL：0267-62-3283(直通)

E-Mail：kouryu@city.saku.nagano.jp


