
R3.12.1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

倉敷市 随時募集 1名 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

○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

まちづくり推進課
(086-426-3025)

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水島まちづくり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

○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，情
報誌の企画編集等のスキルのある方

まちづくり推進課
(086-426-3025)

笠岡市
令和3年10月

以降
１～２人 無

●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）
●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
●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）
●白石島で令和４年４月から運用が開始される予
定の託児所的施設での保育士業務に従事しなが
ら，移住を希望される方への相談業務等。（保育士
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

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

定住促進センター
0865-69-2377

teijyuu@city.kasaoka.okayama.jp

井原市 令和4年8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

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

企画振興課
0866-62-9521

井原市 令和4年8月予定 1名 なし

（美星地区）　１人
①地域との関係強化による「星の郷美星」のプロモー
ション支援に関すること。
②美星町内の観光交流拠点施設を活用した星空観
望体験や自然体験メニュー等の企画・運営支援に関
すること。
③地域振興団体「ｉｒ．ｂｉｓｅｉ」の地域活性化活動支援
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

企画振興課
0866-62-9521

井原市 令和4年8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

企画振興課
0866-62-9521

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

総合政策課
定住促進室

TEL:0867-72-6114

岡山県内の地域おこし協力隊市町村募集状況
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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
農林課

林業振興係
TEL：0867-72-6134

備前市 随時 若干名 20歳以上50歳未満

フリーミッション型
https://www.city.bizen.okayama.jp/soshiki/11/7
79.html（市HP）、https://www.iju-join.jp/cgi-
bin/recruit.php/9/detail/49298（JOIN）

・新しいチャレンジに熱意と意欲を
持って取り組んでいただける方

備前市市民協働課
bzkyoudou@city,bizen.lg.jp

真庭市 随時 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

真庭市交流定住推進課
℡0867-42-1179

美作市 令和4年1月末 11人 なし
http://www.city.mimasaka.lg.jp/boshu/syokuinb
osyu/1528245374379.html

ホームページをご確認ください。
美作市役所
企画情報課

0868-72-6631

和気町 随時 1名
概ね

20歳～45歳

〇公営塾の講師、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↓
https://www.town.wake.lg.jp/wakesum/wsOshira
se/12315/

・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

TEL
0869-88-9110

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

鏡野町 随時 1
20歳以上
50歳未満

【ひらめ（アマゴ）の養殖】
ひらめ養殖技術を身につけ、将来自立すること
を目指し、鏡野町の特産品を残すことに取り組ん
でください。
【拠点事業所】
株式会社未来奥津
【URL】
http://www.town.kagamino.lg.jp/?p=255853

・養殖技術を継承し、将来自立するこ
とを目標とする方
・養殖から加工、販売まで行うことに興
味のある方
・急な出勤や不規則なシフトに対応で
きる方

◇必須条件
・普通自動車免許を有している方
・応募前に現地にて１週間程度の養殖
体験に来町いただくことが可能な方

0868-54-2982
machi@town.kagamino.lg.jp

鏡野町 随時 1
20歳以上
50歳未満

【ジビエ缶詰の事業継承】
これまでの製品をのこしつつも新たな視点による
取組みで、事業に取組んでください。
【拠点事業所】
企業組合鏡野やま弁クラブののもん
【URL】
http://www.town.kagamino.lg.jp/?p=255853

・ジビエ加工と商品PRに興味のある方
・ジビエ缶詰の製造方法などのノウハ
ウを学びながら、ゆくゆくは事業継承を
目指していただける方

◇必須条件
・普通自動車免許を有している方

0868-54-2982
machi@town.kagamino.lg.jp

鏡野町 随時 1
20歳以上
50歳未満

【空き家の利活用に関する活動】
・空き家調査（現地調査）と利活用の促進
・空き家相談（空き家所有者の方、空き家利活用
希望の方の相談）
・空き家管理（住まなくなったお宅の定期的な管
理）
【拠点事業所】
一般社団法人カガミノミライ
【URL】
http://www.town.kagamino.lg.jp/?p=255853

・空き家の利活用について興味がある
方、アイデアのある方
・自家用車の用意ができる方

◇必須条件
・普通自動車免許を有している方
・応募前に空き家調査などの体験に来
町いただくことが可能な方

0868-54-2982
machi@town.kagamino.lg.jp

https://www.city.bizen.okayama.jp/soshiki/11/779.html（市HP）、https:/www.iju-join.jp/cgi-bin/recruit.php/9/detail/49298（JOIN）
https://www.city.bizen.okayama.jp/soshiki/11/779.html（市HP）、https:/www.iju-join.jp/cgi-bin/recruit.php/9/detail/49298（JOIN）
https://www.city.bizen.okayama.jp/soshiki/11/779.html（市HP）、https:/www.iju-join.jp/cgi-bin/recruit.php/9/detail/49298（JOIN）
https://www.city.bizen.okayama.jp/soshiki/11/779.html（市HP）、https:/www.iju-join.jp/cgi-bin/recruit.php/9/detail/49298（JOIN）
www.city.maniwa.lg.jp/soshiki/4/22873.html
http://www.city.mimasaka.lg.jp/boshu/syokuinbosyu/1528245374379.html
http://www.city.mimasaka.lg.jp/boshu/syokuinbosyu/1528245374379.html
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鏡野町 随時 1
20歳以上
50歳未満

【事業提案】
自身のアイデアを出し、これまで以上に鏡野町
の良さを発信し、知己活性化に取り組んでくださ
い。
【拠点事業所】
NPO法人いーなプロジェクト
【URL】
http://www.town.kagamino.lg.jp/?p=255853

・これまでの経験や得意なことを活かし
て地域づくりに貢献したい方
・活動ビジョンの明確な方
・自分の力で目一杯頑張りたい方

◇必須条件
・普通自動車免許を有している方

0868-54-2982
machi@town.kagamino.lg.jp

鏡野町 随時 1
20歳以上
50歳未満

【提案型】
自身のスキルを活かし、鏡野町の地域活性につ
ながる活動
【拠点】
未定
【URL】
http://www.town.kagamino.lg.jp/?p=255853

３年間の活動ビジョンを明確にし、活
動計画を立てられる方

◇必須条件
・普通自動車免許を有している方

0868-54-2982
machi@town.kagamino.lg.jp

鏡野町 随時 1
20歳以上
50歳未満

【観光に関すること】
・鏡野町のファンづくり
・自然アクティビティの推進活動
・魅力の高いコンテンツ作成
・観光素材の企画・造成

【拠点】
健康の町かがみのプロモーション本部
【URL】
http://www.town.kagamino.lg.jp/?p=255853

・自然アクティビティなどの体験に興味
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
各種メディアによる情報発信が可能な
方

◇必須条件
・普通自動車免許を有している方

0868-54-2982
machi@town.kagamino.lg.jp

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

・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・ＳＮＳ
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

奈義町 令和３年度中 2 なし

農業分野で就農を目指す協力隊募集

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

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

奈義町 令和３年度中 1 なし

空き家活用部門での協力隊募集

https://www.iju-join.jp/cgi-
bin/recruit.php/9/detail/45880

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

西粟倉村 来年４月 2名 なし 地域おこし協力隊起業型 ０８６８－７９－２２３０

西粟倉村 来年4月 2名 なし
西粟倉村役場地方創生推進室にて
SDGs、脱炭素推進、協力隊支援業務、DX推進

０８６８－７９－２２２１

西粟倉村 来年4月 1名 なし あわくら会館　司書業務 ０８６８－７９－２２１６

西粟倉村 今年度中 12名

木質バイオマス事業推進　１名
教育コーディネーター　１名
VIVISTOP西粟倉の立ち上げと運営　　1名
企業版ふるさと納税や寄付の仕組みの活用　　１
名
農業分野における３K課題解決　　１名
大型楽器遊具の販路拡大　　　　１名
林業専用管理システムの営業、販売　１名
ローカルベンチャー等推進事業の他地域展開
３名
ブランディングデザイナー　２名

０８６８－７９－２２２１

https://www.iju-join.jp/cgi-bin/recruit.php/9/detail/45732
https://www.iju-join.jp/cgi-bin/recruit.php/9/detail/45732
https://www.iju-join.jp/cgi-bin/recruit.php/9/detail/45732
https://www.iju-join.jp/cgi-bin/recruit.php/9/detail/45732
https://www.iju-join.jp/cgi-bin/recruit.php/9/detail/45880
https://www.iju-join.jp/cgi-bin/recruit.php/9/detail/45880
https://www.iju-join.jp/cgi-bin/recruit.php/9/detail/45880
https://www.iju-join.jp/cgi-bin/recruit.php/9/detail/45880
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美咲町 10月以降 3名
概ね20歳以上～５０歳

以下の方

「株式会社美咲物産（NCL美咲）」の一員として、
地域住民とのコミュニケーション、拠点運営、情
報発信、起業家の伴走支援といった業務。他の
コーディネーターとも協力しながら、現場での実
務やコミュニケーションを積極的に行い、チーム
としてあらゆる局面に対応。
　下記の業務を３名で分担することを想定。

・地域資源・観光素材の発掘・企画・コンサルティ
ング
・拠点施設の企画・運営
・各種制作業務（ウェブ、パンフ、プロモーション
素材の作成など）
・事務局業務（営業、経理、広報など）
ＵＲＬ：
http://project.nextcommonslab.jp/project/coor
dinate-misaki/
https://www.town.misaki.okayama.jp/soshiki/ma
tidukuri/15760.html

・事業ディレクター（1名）
　現場で起こるすべてのことに対処し、
ジャッジを行う存在です。コミュニケー
ション能力、事業開発能力、経営能
力、マネジメント能力など各種のスキ
ルと経験値、そしてセンスが求められ
ます。
・事業スタッフ（2名）
　事業スタッフは事業ディレクターをあ
らゆる面でサポートし、バックアップし
ます。積極的に地域内を動き回り、コ
ミュニケーションの要になるポジション
です。

美咲町役場　地域みらい課
0868-66-1191

吉備中央町 令和4年4月1日 1
20歳以上
45歳未満

令和４年度法人化予定の吉備中央町観光協会
での事務局員としての業務
（https://www.town.kibichuo.lg.jp/soshiki/6/902
5.html）

明るく、熱意と行動力のある方、人との
つながり、コミュニケーションを大切に
できる方、旅行業の業務経験者（あれ
ば尚可）、旅行業取扱管理者（あれば
尚可）

吉備中央町協働推進課
0866-54-1301


