岡山県内の地域おこし協力隊市町村募集状況
R3.6.1現在
市町村名

倉敷市

採用予定時期

随時募集

採用予定
人数

1名

年齢制限

業務概要

30歳程度まで

【鷲羽山周辺をはじめとする下津井地区の地域
活性化事業】
①鷲羽山・下津井まちづくり推進協議会の運営
サポート
②同協議会の各事業部会が実施する取組への
横断的な参加

求める人材・人物像
（主なもの）
○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に自信があり，海
沿いで活動したい方

問い合わせ先

まちづくり推進課(086-426-3025)

（資格等）
・パソコンの一般的な操作
・普通自動車免許を持っていること。

倉敷市

津山市

津山市

笠岡市

随時募集

R3.10

R3.10

令和3年10月
以降

1名

1

1

１～２人

「高梁川流域圏のアニメなどコンテンツビジネス
産業を推進するための産業環境の基盤整備を
行う活動」
制限なし（ただし35歳以 ・高梁川流域内でのコンテンツビジネス推進に
上の方は，アニメ業界 向けた地元向けＰＲ
における実務経験のあ ・教育機関との連携
る方）
・高梁川流域外からのコンテンツビジネス関連
人材獲得活動
・人材教育，ワークショップ（デジタルコンテンツ
制作体験等） など

（求める人物像）
・心身が健康で，倉敷市内に定住する
意欲がある方
・アニメ業界における実務経験のある
方（アニメーター，制作進行等）
※ただし３４歳以下は未経験でも可
・土日及び祝日の行事参加や夜間の
会議出席など，不規則な活動に対応
できる方
・隊員の派遣・受入先となる支援団
体，地域住民，関係団体とともに積極
的に活動できる方

商工課
(086-426－3408)

20歳以上
60歳以下

・地域農産品・加工品を取扱う地域商
社で業務部門（農産品・加工品の調
達、商品開発、販路開拓）の職員ポジ
津山地域の農畜産品を扱う地域商社「曲辰」で
ションを予定している。
産品調達や商品開発、販路開拓
・隊員が商社と生産者や農産加工事
https://www.city.tsuyama.lg.jp/life/index2.php?i
業者をつなぐ専門窓口員として業務
d=5675
従事し、長期継続的に生産者などと
接することで信頼を築いて、円滑に商
社運営を進める役割を期待する。

chiikizukuri@city.tsuyama.lg.jp

20歳以上
60歳以下

・地域に溶け込み、地域住民と仲良く
できる。
・空き家の活用アイディアを持ち、地
域の活性化に繋げることができる（マ
城西まちづくり協議会で空き家活用策の企画、 ネジメント能力）。
地域マネージャーの補佐
・ITを使った情報発信や販売促進がで
https://www.city.tsuyama.lg.jp/life/index2.php?i きる。
d=5675
・アイディアを行動に移せる（フット
ワークが軽い）。
・ボランティア精神がある。
・どのような仕事にも前向きに取り組
める。

chiikizukuri@city.tsuyama.lg.jp

無

・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）
・白石島の桑事業の生産管理，将来的な事業承
継
・日本遺産認定を契機とし笠岡諸島などの観光資
源を活用した周遊ルートや体験メニューなどを企
画・運営し
て、観光振興による地域の活性化に取り組む
・漁獲方法、地元でとれる魚の種類とその調理方
法、販売方法などを学び、魚の消費拡大・販路拡
大のためのPR 活動・情報発信による、漁業振興
に取り組む
・市内の高等学校を中心とした探究学習支援や
キャリア学習支援

・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

定住促進センター
0865-69-2377
teijyuu@city.kasaoka.okayama.jp

募集HP
http://www.city.kasaoka.okayama.jp/site/teijyuu/
7529.html

井原市

令和3年10月予定

1名

なし

【ひとづくりコーディネーター】（井原市教育委員
会） １人
『ふるさと井原の未来を創るひとづくり事業』を
推進する「ひとづくり実行委員会」事務局と連携
して、「ひとづくり」に係る取組の企画・運営等の
コーディネーター業務を行います。その中でも、
特に、以下に示す活動に関わっていただく想定
です。
◆ 小中高におけるキャリア教育の充実
◆ 中高生の活躍の場の創出
◆ 市内３高校の魅力化の推進

・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

企画振興課
0866-62-9521

・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

企画振興課
0866-62-9521

http://ibaragurashi.jp/news/

井原市

令和3年10月予定

2名

なし

【地域農業等支援】（大江地区） ２人
①いきいき菜園事業の支援に関すること
・地産地消の販売の場の充実（マルシェの開
催）
・特産品の開発・実践（ニンニク・ウコン）
②耕作放棄地（田）の活用に関すること
③地域農業支援に関すること
・集約農業の担い手を目指すべく、地域の農
業を支援（農業後継者確保）
④その他、まちづくり活動支援に関すること
・まちづくり協議会の活動支援、地域住民と協
働で活動
http://ibaragurashi.jp/news/

井原市

令和3年10月予定

1名

なし

【空き家対策支援】（大江地区） １人
①空き家対策の支援に関すること
・空き家の利活用促進、空き家調査、空き家バ
ンク登録支援 等
②町民ふれあいの場の運営に関すること
・空き家を活用したワンコイン集合場所（仮称）
を新たに設置し、町民ふれあいの場の運営を行
う
③その他、まちづくり活動支援に関すること
・まちづくり協議会の活動支援、地域住民と協
働で活動

・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

企画振興課
0866-62-9521

http://ibaragurashi.jp/news/

高梁市

R3.9

無

・現在の地産地消の状況把握（地場
産物の出荷状況や栽培品目の調査・
分析）
http://www.city.takahashi.lg.jp/sumouyo/kyoury ・給食実施側の要望調査（価格、規格
okutai.html
等）
・地場産物を学校給食等に提供でき
地産地消に関する活動（学校給食等、市内にお る生産者の確保
ける地産地消のコーディネーター）
・出荷された農産物の調整（出荷規
格、供給量）ができる地域商社、公社
の設立
・新たなコーディネーターの育成

住もうよ高梁
推進課
0866-21-0282

住もうよ高梁
推進課
0866-21-0282

住もうよ高梁
推進課
0866-21-0282

3テーマ
の中から
1名
高梁市

R3.9

無

・関係団体と連携した移住・定住促進
http://www.city.takahashi.lg.jp/sumouyo/kyoury
に係る活動
okutai.html
・移住希望者からの相談対応
・移住後の定住支援（ネットワーク作り
移住・定住対策に関する活動（移住コンシェル
等）
ジュ）

高梁市

R3.9

無

http://www.city.takahashi.lg.jp/sumouyo/kyoury
okutai.html
・ご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
フリーミッション
『提案型』地域おこし協力隊

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

（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

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
総合政策課
定住促進室
TEL:0867-72-6114

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
農林課
林業振興係
TEL：0867-72-6134

募集HP
https://www.city.niimi.okayama.jp/gyosei/gyosei
_detail/index/1497.html
『林業振興』地域おこし協力隊
林業男子・女子

新見市

随時募集

４名

応募受付日を基準とし
て満４0歳未満

（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/gyosei
_detail/index/3710.html

赤磐市

早期

1名

20歳以上概ね45歳未満

・是里地区の｢ぶどう｣をはじめとする農産物等の
ブランド力強化
・遊休農地を活用した活動
・関係者と積極的にコミュニケーション
・是里地区の活性化活動協力及び企画・運営
が図れ、協力して行動できる方
・果樹栽培技術（ぶどう栽培）の習得 など
・農業に興味のある方
https://www.city.akaiwa.lg.jp/iju/chiikiokoshi/bo
shu/7857.html

若干名 概ね20歳以上40歳未満 www.city.maniwa.lg.jp/soshiki/4/22873.html

・地域おこしに対する意欲のある人
・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

赤磐市総合政策部
政策推進課
086-955-1220

真庭市交流定住推進課
℡0867-42-1179

真庭市

随時

和気町

随時

1名

公営塾業務
・地域活性化に意欲があり、地域が抱
概ね20歳以上45歳以下 https://www.town.wake.lg.jp/wakesum/wsChikio える課題解決に積極的に取り組める
koshi/
方。ほか

和気町 教育委員会 社会教育課
TEL 0869-88-9110 担当 新田

和気町

随時

1名

高校魅力化業務
・地域活性化に意欲があり、地域が抱
概ね20歳以上45歳以下 https://www.town.wake.lg.jp/wakesum/wsChikio える課題解決に積極的に取り組める
koshi/
方。ほか

和気町 教育委員会 社会教育課
TEL 0869-88-9110 担当 新田

矢掛町

随時

若干名

不問

JOINにて募集中

農業振興・観光振興・教育支援ほか

矢掛町企画財政課

勝央町

随時募集

1人

なし

・移住相談トータルサポート
・お試し移住体験事業の企画・実施
・ＳＮＳ等を活用した町の魅力発信活動
・仕事と住まいの発掘活動
・その他、移住・定住促進に関する活動
http://teiju.town.shoo.lg.jp/event/188

勝央町

随時募集

1人

なし

・特産品の企画開発、販路開拓・拡大
・プロモーション活動
・勝ブランド事業の普及・PR活動
・勝央町の魅力発信活動
・活性化事業の企画・開催
・その他、勝ブランドの価値の向上に関する活動
http://teiju.town.shoo.lg.jp/event/147

農業分野で就農を目指す協力隊募集
奈義町

令和３年度中

2

なし

奈義町

令和３年度中

1

なし

https://www.iju-join.jp/cgibin/recruit.php/9/detail/45732

空き家活用部門での協力隊募集
https://www.iju-join.jp/cgibin/recruit.php/9/detail/45880

・心身ともに健康で、地域住民とコミュ
ニケーションを築きながら、地域の活
性化に意欲と情熱を持ち、かつ積極
的に活動できる方。
・普通自動車免許を所有し、実際に運
転できる方
・パソコン操作（ワード・エクセル・ＳＮ
Ｓ等）ができ、日常的に利用している
方
・心身ともに健康で、地域住民とコミュ
ニケーションを築きながら、地域の活
性化に意欲と情熱を持ち、かつ積極
的に活動できる方。
・普通自動車免許を所有し、実際に運
転できる方
・パソコン操作（ワード・エクセル・ＳＮ
Ｓ等）ができ、日常的に利用している
方

勝央町総務部
元気なまち推進室
0868-38-3111

勝央町総務部
元気なまち推進室
0868-38-3111

明るく社交的で地域になじみ、心身と
もに健康で、地域住民と協力しながら
積極的に奈義町の農業の活性化に向
けた活動ができる方

情報企画課

地域になじみ、心身ともに健康で、明
るく社交的で、地域住民と協力しなが
ら地域活動に取り組める方

情報企画課

