
R4.9.29現在

市町村名 採用予定時期
採用予定

人数
年齢制限 業務概要

求める人材・人物像
（主なもの）

問い合わせ先

岡山市
（牧山）

R4.6以降 1 なし

主な活動
・ブドウの栽培・販売の支援（実地研修含む）

https://www.city.okayama.jp/kurashi/00000366
20.html

・心身ともに健康で、誠実に活動がで
きる方。
・地域振興に関心を持ち、経験・スキ
ルを活かして活動ができる方。
・地域住民とコミュニケーションを図り、
月1回程度の地域住民としての活動
（水路、神社等の清掃、町内会総会な
ど。地域おこし協力隊の活動外となり
ます。）に積極的に参加できる方。

■現地見学・活動内容など牧山地区
に関するお問い合わせ
〒７００－８５４４　岡山県岡山市北区
大供一丁目１番１号
岡山市北区役所総務・地域振興課
担当：渡邊（わたなべ）
電話：０８６－８０３－１６５６　  FAX：０
８６－８０３－１７２５
メールアドレス：kita-
soumu@city.okayama.lg.jp
■制度に関するお問い合わせ
〒７００－８５４４　岡山県岡山市北区
大供一丁目１番１号
岡山市政策局政策部事業政策課
担当：宇垣（うがき）
電話：０８６－８０３－１０４２　　FAX：０
８６－８０３－１８４６
メールアドレス：
jigyouseisaku@city.okayama.lg.jp

倉敷市 随時募集 1名 30歳程度まで

【水島地域のまちづくり事業－水島まちづくり協
議会をプラットフォームとした賑わいと活力の創
出】
①地域の課題解決に向けたまちづくり事業
②水島に関する情報の取材・発信
③水島まちづくり協議会の運営サポート
＜募集情報の掲載先＞
https://www.city.kurashiki.okayama.jp/31281.ht
m

○資格等
・パソコン基本操作（エクセル、ワード、
パワーポイント）
・普通自動車免許を持っていること。
○求める人物像
・コミュニケーションを取ることが好きな
人

倉敷市まちづくり推進課
(086-426-3025)

倉敷市 随時募集 1名 35歳程度まで

【地域資源の再生・活性化を通じたまちづくり】
倉敷市で生まれたオリジナル品種等を活かした
「倉敷薄荷(はっか)」の活性化を行うもの。
＜活動内容＞
・薄荷を使った新商品の開発
・倉敷薄荷のブランディングと販路拡大

促進　など
＜募集情報の掲載先＞
https://www.city.kurashiki.okayama.jp/31281.ht
m

○資格等
・パソコン基本操作（エクセル、ワード、
パワーポイント）
・普通自動車免許を持っていること。
○求める人物像
・チャレンジが好きな人

倉敷市まちづくり推進課
(086-426-3025)

笠岡市
令和4年４月

以降
１～２人 無

●空き家や廃校跡を活用して，移住者支援，コワーキ
ングスペース・ワーケーションの企画運営など，地域の
活性化や交流人口の増加に取り組む
●笠岡諸島の飛島で農業による産業振興のサポート
や特産のブラッシュアップ等を社会教育の観点からア
プローチしたり新しいライフスタイルのロールモデル創
出など地域の住民の方と持続可能な地域づくりに取り
組む
●笠岡諸島最南端の六島で地域の方々と持続可能
な地域づくりやYouTubeをはじめSNSを活用した地域
情報の発信に取り組む。六島の生活や地域活動の様
子が分かる六島まちづくり協議会HP→
https://mushima-kosodate.jimdofree.com/
●島しょ部で保育業務に従事しながら移住希望者へ
の相談対応や地域活性化に取り組む（保育士の資格
を持っている人）
●一般社団法人笠岡市観光協会と連携して、観光関
連商品の開発、人材育成やボランティアガイドに対す
る情報交換の場の設定、観光案内所の運営など観光
振興による地域の活性化に取り組む
●コミュニティナースとして笠岡諸島で島民の医療、
介護、福祉の相談を受けるとともに、高齢者が生き生
きと健康的に暮らせる島づくりに取り組む（看護師また
は保健師の資格を持っている人）
●市内の高等学校を中心とした探求学習支援やキャ
リア学習支援
　※協力隊希望者からの提案も募集します。
募集HP
http://www.city.kasaoka.okayama.jp/site/teijyuu/75
29.html

・明るい笑顔，大胆な発想力，意欲あ
ふれる行動力を持っている人
・地域づくり・活性化・生業の創出に意
欲を持って取り組める人
・地域住民と協力して，活性化に取り
組むことができる人

笠岡市定住促進センター
0865-69-2377

teijyuu@city.kasaoka.okayama.jp

井原市 令和5年2月予定 1名 なし

（いずえ地区）　１人
①地域資源（ひと、もの、こと）の発掘と、これを活
用したまちおこしイベントの企画・運営及び情報
発信に関すること。
②地区内情報誌等の編集、発行に関すること。
③フリーマーケットの開催に関すること。
④その他、まちづくり活動支援に関すること。

http://ibaragurashi.jp/news/

・普通自動車運転免許
・基本的なパソコン操作
・心身ともに健康で誠実に職務遂行
・地域おこしへの意欲と情熱
・関係団体や市民、先輩隊員との協働

井原市企画振興課
0866-62-9521

岡山県内の地域おこし協力隊市町村募集状況
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井原市 令和5年2月予定 1名 なし

（野上地区）　１人
①農地の耕作放棄地及び放置竹林・山林の整
備活用に向けた取り組みに関すること。
②空き家の利活用に向けた取り組みに関するこ
と。
③町民の生活支援・困りごと解決に向けた取り組
みに関すること。
④幼稚園・小学校を守る活動を含む子供たちの
すこやかな育ちの支援に関すること。
⑤町内外のコミュニケーションを促進し、移住者
の呼び込みにつなげる取り組みに関すること。
⑥住民の笑顔を増やす取り組みに関すること。

http://ibaragurashi.jp/news/

・普通自動車運転免許
・基本的なパソコン操作
・心身ともに健康で誠実に職務遂行
・地域おこしへの意欲と情熱
・関係団体や市民、先輩隊員との協働

井原市企画振興課
0866-62-9521

井原市 令和5年2月予定 1名 なし

（大江地区）１人
①マルシェやワンコインカフェの運営支援に関す
ること。
②新たなまちづくりイベントの企画・立案、運営
支援及び情報発信に関すること。
③大学等との連携による関係人口の創出に関す
ること。
④その他、まちづくり協議会の活動支援に関す
ること。

http://ibaragurashi.jp/news/

・普通自動車運転免許
・基本的なパソコン操作
・心身ともに健康で誠実に職務遂行
・地域おこしへの意欲と情熱
・関係団体や市民、先輩隊員との協働

井原市企画振興課
0866-62-9521
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高梁市
採用決定後約2カ月以

内
無

シティプロモーションに関する活動

（1）地域資源を活用したプロモーションの企画立
案及び実施
（2）SNS、各種情報発信ツールによるまちのPR活
動
（3）地域資源（ヒト・コト・モノ）のPR動画やチラシ
制作等、情報発信コンテンツ制作など

・パソコン、ウェブ、動画制作等に関係
する基本的なスキルを習得している
方。
・日常的にSNS等を利用した情報発信
をしている方。
・普通自動車免許を取得している方。
（※委嘱日までに免許を取得できる方
は対象とします。）
・地域になじむ意思があり、住民ととも
に地域活性化に取り組み、地域を元
気にする意欲のある方。
・心身とも健康で、体を動かすことや、
自然を楽しむことが好きな方。

高梁市住もうよ高梁推進課
0866-21-0282

高梁市
採用決定後約2カ月以

内
無

多文化共生のまちづくりを進める活動

（1)市民ボランティアと連携し外国籍住民を対象
とした日本語教室の運営
（2）外国籍住民と地域住民の交流の場の創出支
援
（3）市内留学生と連携し地域活性化や子供たち
の国際感覚醸成のための事業の企画・運営

・基本的なパソコン操作（ワード・エク
セル・パワーポイント等）のできる方。
・普通自動車免許を取得している方。
（※委嘱日までに免許を取得できる方
は対象とします。）
・地域になじむ意思があり、住民ととも
に地域活性化に取り組み、地域を元
気にする意欲のある方。
・心身とも健康で、体を動かすことや、
自然を楽しむことが好きな方。

高梁市住もうよ高梁推進課
0866-21-0282

高梁市
採用決定後約2カ月以

内
20歳～50歳未満

市内高校とまちを繋げる魅力化コーディネー
ター

（1）地域と学校をコーディネートする活動
・下宿（寮）等に居住する生徒の生活支援
・下宿（寮）の管理運営委員会の運営補助
・地域連携事業に関する企画立案運営
・高校魅力化の推進と情報発信
（2）地域と学校をコーディネートする中で、地域と
学校を活性化する活動

・基本的なパソコン操作（ワード・エク
セル・パワーポイント等）のできる方。
・普通自動車免許を取得している方。
（※委嘱日までに免許を取得できる方
は対象とします。）
・地域になじむ意思があり、住民ととも
に地域活性化に取り組み、地域を元
気にする意欲のある方。
・心身とも健康で、体を動かすことや、
自然を楽しむことが好きな方。

高梁市住もうよ高梁推進課
0866-21-0282

高梁市
採用決定後約2カ月以

内
無

縁結びコーディネーターや縁結び支援団体構築
に取組む活動

（1）結婚推進事業
・独身者対象婚活セミナー
・独身者対象イベントの開催
・結婚の推進に資する企画や提案等
（2）若者交流促進事業
・若者交流イベントの開催
（3）結婚ニーズの調査、把握

・基本的なパソコン操作（ワード・エク
セル・パワーポイント等）のできる方。
・普通自動車免許を取得している方。
（※委嘱日までに免許を取得できる方
は対象とします。）
・地域になじむ意思があり、住民ととも
に地域活性化に取り組み、地域を元
気にする意欲のある方。
・心身とも健康で、体を動かすことや、
自然を楽しむことが好きな方。

高梁市住もうよ高梁推進課
0866-21-0282

高梁市
採用決定後約2カ月以

内
無

新たな視点・発想により高梁の農業振興を進め
る活動

（1）地域の農産物を活用した新たな加工品の開
発、地域農産物のブランド化
（2）地域の農産物の直売所での販売促進や学
校給食での利用促進
（3）新たな作物や新たな品種の導入促進
（4）農業機械の共同利用や集落営農の推進
（5）SNS等を活用した情報発信
（6）クラウドファンディングを活用した農業振興

・基本的なパソコン操作（ワード・エク
セル・パワーポイント等）のできる方。
・普通自動車免許を取得している方。
（※委嘱日までに免許を取得できる方
は対象とします。）
・地域になじむ意思があり、住民ととと
もに地域活性化に取り組み、地域を元
気にする意欲のある方。
・心身とも健康で、体を動かすことや、
自然を楽しむことが好きな方。

高梁市住もうよ高梁推進課
0866-21-0282

高梁市
採用決定後約2カ月以

内
無

フリーミッション

（1）自身の持っているスキルを活かし、地域資源
を活用した活動
（2）地域の情報発信に関する活動

・基本的なパソコン操作（ワード・エク
セル・パワーポイント等）のできる方。
・普通自動車免許を取得している方。
（※委嘱日までに免許を取得できる方
は対象とします。）
・地域になじむ意思があり、住民ととと
もに地域活性化に取り組み、地域を元
気にする意欲のある方。
・心身とも健康で、体を動かすことや、
自然を楽しむことが好きな方。

高梁市住もうよ高梁推進課
0866-21-0282

新見市 随時募集 若干名
応募受付日を基準とし
て満４０歳未満

『提案型』地域おこし協力隊

（１）地域の元気に繋がる活動
（２）新たな産業の創出や地域産業の活性化に
繋がる活動
（３）地域資源の発掘及び振興に関する 活動
（４）地域の情報発信に関する活動
（５）その他目的達成に資する活動

募集HP
https://www.city.niimi.okayama.jp/gyosei/gyose
i_detail/index/1497.html

新見市で夢を実現させたい、自分が
主体となって何かに取り組みたい、将
来新見市内において起業したいという
方。

新見市
総務部

移住・定住推進課
TEL:0867-72-6114

うち１名
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新見市 随時募集 若干名
応募受付日を基準とし
て満４0歳未満

『林業振興』地域おこし協力隊
林業男子・女子

（１）林業分野（造林、素材生産など）
（２）木材加工分野（地元産材を活用した木工製
品づくりなど）
（３）未利用材利活用分野（林地残材、竹の活用
など）
（４）木育分野（木製品の普及活動など）
（５）林産物生産分野（キノコ栽培、和紙材料の生
産など）
（６）販路拡大分野（地元産材、製品の販促活動
など）
（７）その他（その他林業の振興に資する取組）

募集HP
https://www.city.niimi.okayama.jp/gyosei/gyose
i_detail/index/3710.html

経歴・経験は問いません。
本市の豊かな森林を次世代に繋げて
いきたい！
林業振興による地域の活性化を図りた
い！
という想いのある方。

新見市
産業部

林業振興課
TEL：0867-72-6134

真庭市 R4年度内 3 概ね20歳以上40歳以下

地域と行政が取り組む課題を連携させ、個人の
能力やスキルを活かし、公共性のある活動に昇
華させることを任務とします。
https://www.city.maniwa.lg.jp/soshiki/4/38878.
html

一方的な思想や価値観に留まってい
ない方。
人の話に耳を傾けられる人。
柔軟な思考を持つ人。
コミュニケーション能力に長けた人。
地域に入ることのできる人。

真庭市交流定住推進課
0867-42-1179

和気町 随時 １名
概ね

２０～４５歳

○公営塾の講師、運営
駅前交流施設「ENTER　WAKE」、学び館「サエ
スタ」を活用し、和気町公営塾の運営、講師とし
て携わる。

URL
http://www.town.wake.lg.jp/wakesum/wsOshiras
e/12366/

・地域の活性化に意欲があり、地域が
抱える課題の解決に積極的に取り組
むことができる方

・地域住民と積極的にコミュニケーショ
ンをとる意欲のある方

和気町
教育委員会
社会教育課
（担当：日笠）

TEL
0869-93-1237

和気町 随時 １名
概ね

２０～４５歳

○小・中学校英語遠隔交流授業の企画・サポー
ト
（１）カリキュラムの作成に関する業務
（２）現地（オーストラリア）校に関する業務
（３）町内小・中学校に関する業務

○その他、町内の国際交流に係る業務のサポー
ト

URL
http://www.town.wake.lg.jp/wakesum/wsOshiras
e/12690/

・地域の活性化に意欲があり、地域が
抱える課題の解決に積極的に取り組
むことができる方

・英語によるコミュニケーションが堪能
な方

和気町
教育委員会
学校教育課
（担当：國定）

TEL
0869-88-1115

矢掛町 未定 4名程度

①40歳未満
②50歳未満
③50歳未満
④40歳未満

①水車の里フルーツトピアのカフェ運営
②水車の里フルーツトピアでのイチゴ栽培等従
事者
③水車の里フルーツトピアでのブドウ栽培等従
事者
④水車の里フルーツトピア管理従事者

http://www.town.yakage.okayama.jp/life/machi/
chiikiokoshiboshu.html

・心身ともに健康で誠実に職務を行う
ことができる方
・地域おこしに意欲と情熱があり，町民
等と積極的に協働できる方

矢掛町役場企画財政課
0866-82-1057

新庄村 2022/5月以降 1
18歳以上、おおむね40

歳までの方

村特産品のもち米（ヒメノモチ）を主とする稲作及
びその他農業に関連する業務
（http://www.vill.shinjo.okayama.lg/index.php?id
=1246）

・現代的な方法を利用した農業に従事
する生活を望む方
・自らの仕事が「地域の農業・農地を
守り、地域の貢献になる」ことに魅力を
感じる方
・四季をはっきりと感じられる新庄村で
の暮らしを楽しむことができる方

新庄村役場総務企画課
0867-56-2627

鏡野町 着任可能日 1 ２０歳以上５０歳未満

【観光】
・鏡野町のファンづくり
・自然アクティビティの推進活動等
【拠点事業所】
健康の町かがみのプロモーション本部
http://www.town.kagamino.lg.jp/?p=297899

・自然アクティビティ体験等に興味があ
り、体を動かすことが好きな方
・観光PRコンテンツの作成やSNS等で
情報発信が可能な方
・積極的にコミュニケーションをとること
ができる方

鏡野町役場まちづくり課
0868-54-2982

machi@town.kagamino.lg.jp

西粟倉村 採用時期に応じて変動 1 なし

西粟倉村役場　地方創生推進室での業務
①行政事業の見える化の企画・立案
②脱炭素先行地域モデル事業の実施計画作
成・コーディネート
https://local.lifull.jp/localmatch/job/327

https://drive.media/career/job/32214

コミュニケーションが好きな方
クリエイティブな方、もしくはこれから鍛
えていきたい方
将来的な起業に興味のある方
西粟倉村で挑戦したいという意欲のあ
る方

西粟倉村役場 地方創生推進室
n-suishin@vill.nishiawakura.lg.jp
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久米南町 R5.4.1 4 なし

ア．スポーツ振興
・スポーツ振興事業の企画、実施
・町民向けスポーツ教室等の企画、実施
・小、中学生向けのスポーツ環境の整備など

イ．IT活用
・ITを活用した地域コミュニティ、農業、産業、観
光などの支援
・ITを利用した事業アイディアの創出など

ウ．移住・定住
・空き家調査、空き家バンク登録促進
・お試し移住の受入れ（ワーケーション、二拠点
など）への支援など

エ．提案型
・農業、商工業、特産品、観光、移住定住などの
地域課題解決に資する提案に基づく活動

●募集（町HP）
https://www.town.kumenan.lg.jp/news/administr
ation/kyouryokutai.html

●ローカルファクトリーHP
https://local-factory.jp/

①心身ともに健康で誠実に勤務できる
方
②申し込み時点で、３大都市圏をはじ
めとする都市地域等（過疎・山村・離
島・半島などの条件不利地を除く）に
在住し、採用後に久米南町に住民票
を異動できる方
※詳細な地域要件は、お問い合わせ
ください
③地域の活性化に意欲があり、地域
住民、町内ＮＰＯ等と地域が抱える課
題の解決に取り組むことができる方
④普通自動車運転免許証を所有して
いる方
⑤パソコン（ワード、エクセル、パワー
ポイント等）の基本操作ができる方
⑥久米南町に１年以上滞在し、将来
定住する意思のある方
⑦町が実施するローカルファクトリー
（URL:https://local-factory.jp）へ参加
し、期間中に２泊３日の体験ツアーへ
の参加をすること。

●制度に関すること
〒709-3614　岡山県久米郡久米南町
下弓削502-1
久米南町産業振興課　　　TEL:086-
728-2134　　FAX:086-728-2749
mail:sangyoshinko@town.kumenan.lg.jp
●事前相談、現地見学、協力隊の活
動について
NPO法人らんたん（久米南町地域おこ
し協力隊応募事業委託先）
TEL:090-8843-7311
mail:y_hirose@rantan.org

美咲町 随時 １名
概ね

20歳～50歳

　岡山県美咲町は山間にあり、美しい棚田がある
一方で、耕作放棄地も増えているのが現状。 そ
うした耕作放棄地を再生活用し、山の環境や暮
しを維持するために、五年前からワイン用のぶど
う作りを開始。
　目指しているのは環境にも人にも優しいナチュ
ラルワインをつくること。そしてぶどう栽培、ワイン
づくりを通じて、持続可能な山の環境や暮しを育
んでいくこと。
　美咲町の大垪和（おおはが）をフィールドとし
て、かつての棚田でワイン用のぶどう栽培をはじ
めている山びこワイナリーが仲間を募集。
　今はぶどう畑を管理し広げているところであり、
自分たちのワイナリーを作るにはもう少し時間を
要するが、一緒に畑で汗をかき、考え、未来を描
いていけるパートナーを募集。
URL：
https://project.nextcommonslab.jp/project/sato
yama-winery/

・ぶどう栽培やワイン醸造に情熱を持
ち、長期的に取り組むことができる
・ワインや食への関心が高い
・山の暮らしが好き

美咲町役場
地域みらい課
0868-66-1191

美咲町 随時 １名
概ね

20歳～50歳

　美咲町江与味地域では林業が盛んですが、一
方で維持管理をしきれなくなった山林が増加。
山を適切に管理し、その資源をきちんと活かすこ
とで、山を含む地域全体の環境が保全される。
江与味製材はこの地域で製材だけでなく、山全
体を管理し、資源を活かした様々な事業を展
開。間伐や植林など山の管理から、木製品の開
発や木質バイオマス、炭焼きなど、山に関わる事
業は多岐に渡り、その可能性も様々。
　およそ364人が住むコンパクトな地域だからこ
そ、人と人との繋がりを大切にするコミュニティを
ベースとした暮しや仕事を実践することも可能。
　直接林業に関わるだけでなく、森林の循環を考
えながら、端材等を利活用して産業を起こした
り、山の仕事をする仲間を増やす仕組みを創っ
たり、この地域で山に関わりながら事業を起こし
たいという人材を募集。ひとりでは難しいことも、
チームで取り組んだり、江与味製材との協業や
バックアップなどで可能になるはずです。アイデ
アを持ってチャレンジする人を求めています。

・山の資源を使った事業や、山林での
仕事に魅力を感じる
・長期的な視点を持って物事に取り組
むことができる
・柔軟な発想とアイデアを持って恐れ
ずチャレンジできる

美咲町役場
地域みらい課
0868-66-1191

美咲町 随時 １名
概ね

20歳～50歳

それぞれの地域では様々な生産者がおり、例え
ばふるさと納税の返礼品をみても魅力的なもの
が数多く存在。ブルーベリーやぶどう、梨といっ
た果物から、黄ニラやアスパラガスなどの野菜、
また養鶏も非常に盛ん。こうした産品はそれ自体
たいへん価値があるが、加工品にしたり、観光と
組み合わせたりすることで、これまでとは異なる
マーケットの可能性が見えてきます。
それぞれの地域資源を組み合わせて新たなプロ
ダクトを作ったり、体験プログラムを企画したり、ま
たマルシェなどのイベントを開催するなど、加工
品をつくって売るだけではない、6次化の可能性
を追求することで、美咲町の魅力をもっと高めて
いきたいと考えています。
生産者同士の協業をプロデュースし、地元の人
と外から来る人を交ぜ合わせることで賑わいを
作っていく。もっと自由で野心的な6次産業化で
まちを変えていきたい、そんな人材を募集しま
す。

・美咲町で新たなプロダクトやサービス
が生まれる
・観光やふるさと納税など、美咲町に
関心を寄せる人が増える
・町内の事業者やプレーヤーが協働
する機会が増える

美咲町役場
地域みらい課
0868-66-1191
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美咲町 随時 １名
概ね

20歳～50歳

美咲町は岡山県の真ん中あたりの山間部にあり
ます。久米郡中央町、旭町、柵原町の3町が合
併して、2005年に誕生したまだまだ新しいまち。3
つの地域が合わさることで、まちには豊かな多様
性が育まれています。
美咲町をフィールドに、地域資源や地域課題と
自らのアイデアや情熱を掛け合わせて、起業に
取り組んでみませんか。美咲町で実現したい事
業アイデアを広く募集します。

このプロジェクトでは、起業家がまちの
資源や課題に向き合い、様々な人との
「共創」を愉しみながら、新たなビジネ
スが生まれることを目指しています。

美咲町役場
地域みらい課
0868-66-1191


