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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

【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名 無

●笠岡諸島の真鍋島でイノシシ捕獲（狩猟免許保持
者），耕作放棄地の有効活用，環境整備などについ
て住民の方々と一緒に活動し，持続可能な仕組みを
作る
●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（小学３年生のお子さんを持つ
世帯）。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/
●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。

・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

岡山県内の地域おこし協力隊市町村募集状況



市町村名 採用予定時期
採用予定
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年齢制限 業務概要
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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

新見市
令和4年11月11日～

令和5年１月10日
1名

応募受付日を基準とし
て満４0歳未満

移住希望者を支援する協力隊募集！

「移住者の視点」と「地域住民の視点」をもちなが
ら、移住希望者を支援してくれる隊員を募集しま
す。

想定される活動内容
・市や移住交流支援センターと連携した事業
・各地域の特徴などの把握、集約
・移住希望者への情報発信
・関係人口の増加に向けた取組
・その他、隊員自らが実践したい取組

募集ＨＰ
https://www.city.niimi.okayama.jp/gyosei/gyose
i_detail/index/12936.html

・地域住民や行政との関係を大事にし
てくれる人
・地域おこしや地方移住に興味があ
り、自ら考え積極的に活動してくれる
人

新見市
総務部

移住・定住推進課
TEL:0867-72-6114

新見市
令和4年11月11日～

令和5年１月10日
若干名

応募受付日を基準とし
て満４0歳未満

新見駅周辺のまちづくりに取り組んでくれる協力
隊募集！

新見駅周辺のまちづくりは、行政、民間事業者、
地域住民など様々な方が関わりながら実施され
ていきます。そこで、受入団体である（株）新見ま
ちづくりカンパニーと協働しながら、まちの活性
化に取り組んでいただきたいです。

想定される活動内容
・新見駅周辺エリアでの定期イベントの実施（企
画運営）
・新見駅周辺まちづくりプラットフォーム（協議団
体）の運営補助
・新規店舗開発、運営

募集ＨＰ
https://www.city.niimi.okayama.jp/gyosei/gyose
i_detail/index/12917.html

・まちづくりに興味があり、積極的に活
動してくれる人
・イベント開催や店舗開発等に関わっ
たことがある、または興味がある人

新見市
建設部

都市整備課
TEL:0867-72-6118

真庭市 随時 若干名 概ね20歳以上40歳未満

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。

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

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

www.city.maniwa.lg.jp/soshiki/4/22873.html
www.city.maniwa.lg.jp/soshiki/4/22873.html
www.city.maniwa.lg.jp/soshiki/4/22873.html
www.city.maniwa.lg.jp/soshiki/4/22873.html
www.city.maniwa.lg.jp/soshiki/4/22873.html
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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名
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

鏡野町 着任可能日 1 ２０歳以上５０歳未満

【移住・定住促進】
・移住体験ツアー、県外でのPRイベント、結婚推
進事業、若者の定住に向けた事業、若者の定住
に向けた事業の企画立案と実施
【拠点事業所】
一般社団法人カガミノミライ

・移住・定住の事業に興味があり、企
画・行動ができる方
・コミュニケーションをベースとして地
域住民や移住希望者と良好な関係を
構築できる方
・自身の活動や町の魅力を情報発信・
フォローができる方
・生活や活動をしていくの中で自家用
車は不可欠です。

鏡野町役場まちづくり課
0868-54-2982

machi@town.kagamino.lg.jp

鏡野町 着任可能日 1 ２０歳以上５０歳未満

【移住者と地域をつなぐ支援活動】
・移住希望者と各地域をつなぐ移住・定住推進
活動と地域支援活動
【拠点事業所】
一般社団法人カガミノミライ

・地域（集落）の支援活動に興味があ
り、企画・行動できる方。
・コミュニケーションをベースとして地
域住民や移住希望者と良好な関係を
構築できる方
・自身の活動や町の魅力を情報発信・
フォローができる方
・生活や活動をしていくの中で自家用
車は不可欠です。

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　建設課での業務
生活基盤であるインフラを支える部署にて、専門
スキルを活かして活動していただける方を募集
①工事発注、予算計画、施工立ち会い等
②村内の業者に対する技術、管理の指導
③国や県との調整業務
https://local.lifull.jp/localmatch/job/621

・土木技術の経験とスキルがある人
・事務処理が出来る人
・コミュニケーションが好きな人
・西粟倉村で挑戦したいという意欲が
ある人

西粟倉村役場　地方創生推進室
n-suishin@vill.nishiawakura.lg.jp



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

久米南町 R5.4.1 4名 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 ４月以降 1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。下記の業務を分担す
ることを想定。

・拠点施設の企画・運営
・地域資源・観光素材の発掘・企画・コンサルティ
ング
・商品開発、販売促進
・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

コーディネーター
　・俯瞰的な視点を持ってプロジェクト
全体のプランニングやコーディネート
ができる
　・経営的な視点を持ちながら、拠点
を軸とした事業づくり、マネジメントが
できる
　・他コーディネーターと協力しながら
NCL美咲事務局としての業務を担える

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

　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。
URL:https://project.nextcommonslab.jp/project
/mtwork/

・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
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採用予定
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美咲町 随時 2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。
URL:https://project.nextcommonslab.jp/project
/misaki-original/

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

美咲町 随時 1名

概ね
20歳
～

50歳

美咲町東部に位置する柵原地域を製造拠点
に、全国に店舗を持ち木工家具を販売している
脇木工(MOMO NATURAL)が、地域の新たな未
来像（クラフトビレッジ）を描いて動きはじめていま
す。この構想にインスピレーション を与えたの
は、フィンランドのフィスカルスという村。衰退した
製鉄業の村から、アーティストやクラフトマンが集
まる村へと変遷し、いまでは創造性と活気に溢れ
た地域に生まれ変わりました。 美咲町柵原地域
において目指すのは様々な人が集まり、ものづく
りが盛んに行われ、新たなマーケットと循環を生
み出すこと。そして活気ある地域を創ること。
例えば、獣害で悩まされている地域の課題を、ジ
ビエとして活用する仕組みで解決したり、空家や
空地を活用してアトリエや店舗を作ったり、あるい
は自分たちが住むシェアハウスを自分たちで
作ったっていいのです。地域の課題や資源を活
かしたビジネスには様々な可能性があります。
柵原地域で、事業アイデアをもって起業にチャレ
ンジし、共にクラフトビレッジ構想を盛り上げなが
ら活動する起業家を募集します。
URL:https://project.nextcommonslab.jp/project
/craft-villege/

・ものづくりで事業を立ち上げる意欲
がある
・地域の資源や課題を理解し関与する
意欲がある
・広い視点、長い目で事業に取り組む
ことができる

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

全国の中山間地域において、空き家は深刻な問
題となっていて美咲町も例外ではありません。町
が運用する空き家バンクがありますが、まずは利
用を増やし空き家の流通を増やしていくことが求
められています。同時に、移住者を増やしていく
ような情報発信や移住体験なども合わせて行
い、その物件がもつ魅力やライフスタイルをイ
メージしながら、移住希望者をフォローし、活用
案を提案するなど積極的な仕掛けも必要です。
さらに、まちに点在する空き家をどのように活用
すればより良い地域になるか、俯瞰的に地域の
未来を想像しながら、戦略的に利用者や事業者
を誘致しマッチングしたり、リノベーションで物件
の価値を高めるなど、ローカルに根ざした緩やか
なディベロッパーとしてのまちづくりを目指してい
ます。
URL:https://project.nextcommonslab.jp/project
/vacant-houses/

・不動産開発やまちづくり、コミュニティ
づくりの経験や知見がある
・内装設計や施工を自らできる
・俯瞰的にものごとを捉え戦略的に実
行することができる

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

美咲町大垪和（おおはが）地区には江戸時代か
ら続く棚田が残されており、大垪和西の棚田は
「日本の棚田百選」にも認定されています。美し
い棚田の風景は、棚田保存会をはじめとした地
域住民の方々の多大な努力によって維持管理さ
れてきましたが、一方でその負担は大きく、中に
は維持しきれずに放棄地となってしまった棚田も
これまでにありました。とくに田植えの時期や収
穫の時期には多くの人が見学に訪れますが、そ
うした動きが棚田の保存に直接的に繋がってい
ないという現状もあります。
このプロジェクトでは、美咲町の棚田の現状を把
握し、地域住民や保存会と協力しながら、棚田の
保存のための有効な仕掛けを立ち上げ、地域の
未来をともに作る人材を募集します。棚田をどの
ように有効活用できるか、またその先にどんな事
業やプロジェクトを作ることができるか、難しい課
題ですが、新たなアイデアとチャレンジを求めて
います。
同時に募集する観光プロジェクトと連携するな
ど、柔軟な発想で事業化と保存の両立を目指す
起業家を募集します。
URL:https://project.nextcommonslab.jp/project
/rice-terraces/

・コミュニティ運営やコミュニティビジネ
スなどの知見がある
・地域や関係者などとのコミュニケー
ションを通して合意形成ができる
・長期的な視点でものごとを捉え進め
ることができる

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

典型的な中山間地域にある美咲町は、前回の国
勢調査で人口減少率が岡山県で一番となり、日
本全体で直面しつつある超高齢化や過疎化とい
う問題の最前線にあります。
例えば、高齢者の移動や買い物、道路や上下水
道といった生活インフラの維持、林業や農業と
いった主要産業の担い手育成などの課題を、斬
新な視点とデジタル技術を活用して解決できたと
したら、そのビジネスモデルは、日本の多くの地
域に横展開できると思います。
美咲町では役場内にDX推進プロジェクトが立ち
上がり、その動きに注目が集まっています。美咲
町役場や地域の人たちと一緒に、日本が直面す
る社会課題に対して、高いデジタルスキルと意欲
をもって取り組む方を求めています。
URL:https://project.nextcommonslab.jp/project
/misaki-dx/

・デジタルテクノロジー全般の知識や
経験がある
・エンジニアリングの知識や経験があ
る
・サービス開発や事業設計などをビ
ジョンを持って取り組むことができる

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

美咲町柵原（やなはら）地区はかつて柵原鉱山
で栄えた地域です。柵原ふれあい鉱山公園には
旧片上鉄道の吉ヶ原駅舎と当時の車両が動態
保存されており、全国の鉄道ファンから注目を集
める場所となっています。これまで保存会や鉄道
の愛好家によって「動態」を維持しながら保存さ
れてきた、全国的にも貴重な鉄道遺産です。
このプロジェクトでは、旧片上鉄道の駅舎と車両
を維持するだけでなく、そうした資源をフルに活
用し、新たな観光資源として再び賑わいにつな
げることを目指します。
例えば、歴史的、美術的価値をデジタルコンテ
ンツとして発信したり、駅舎や車両を活用した体
験プログラムなどを通して来場者を増やすなど、
新たな価値を生む事業アイデアを募集します。
また鉄道遺産の活用を通じて、美咲町全体の観
光を横断的にアップデートすることにもチャレン
ジします。
URL：
https://project.nextcommonslab.jp/project/rail
way-heritage/

・情報発信やデジタルマーケティング
などの知識や経験がある
・新たなコンテンツの企画や制作の知
識や経験がある
・多くの人を巻き込みながらプロジェク
トを進めることができる

美咲町役場　
地域みらい課
0868-66-1191

吉備中央町 令和４年12月頃 2人 なし

・公営塾スタッフとして中学生を対象とした科目
授業(数学・英語)
・通塾者及び通塾希望者を対象としたイベントの
企画及び従事 

ハローワーク
https://www.hellowork.careers/%E5%90%89%E5%
82%99%E4%B8%AD%E5%A4%AE%E7%94%BA%E6%9
5%99%E8%82%B2%E5%A7%94%E5%93%A1%E4%BC%
9A%E3%81%A7%E3%81%AE%E5%85%AC%E5%96%B
6%E5%A1%BE%E8%AC%9B%E5%B8%AB%E3%81%A
E%E3%83%8F%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%83%AF
%E3%83%BC%E3%82%AF%E6%B1%82%E4%BA%BA
%E6%83%85%E5%A0%B1%EF%BC%88%E5%B2%A1%
E5%B1%B1%E7%9C%8C%E5%8A%A0%E8%B3%80%E
9%83%A1%E5%90%89%E5%82%99%E4%B8%AD%E5%
A4%AE%E7%94%BA%EF%BC%89-%2033070-
01852921/

joinシステム
https://www.iju-join.jp/cgi-
bin/recruit.php/9/detail/50787
　　
　
吉備中央町HP
https://www.town.kibichuo.lg.jp/soshiki/27/112
63.html

公営塾スタッフとして中学生を対象とし
た科目授業を行える人

吉備中央町
教育委員会
0866-56-9191


