岡山県内の地域おこし協力隊市町村募集状況
R元.12.1現在
市町村名

岡山市

採用予定時期

2019年7月以降

採用予定
人数

1名

年齢制限

20歳以上
概ね
40歳未満

業務概要

【牧山地区】
・ブドウの栽培・販売の支援（実地研修含む）
・牧山クラインガルテン（市民農園）の活用（果
樹・体験農園エリアの運営、広報、イベント企
画・実施など）
・下牧農園隊の支援（棚田再生、体験農業など）
・地区美化活動の支援（桜の木の下の草刈りな
ど）
・地域と都市部の交流促進・情報発信
・地域活動への参加

求める人材・人物像
（主なもの）

・心身ともに健康で、誠実に業務がで
きる方。
・地域振興に情熱を持ち、経験・スキ
ルを活かして地域住民と共に仕事が
できる方。
・地域住民とコミュニケーションを図
り、地域活動に積極的に参加できる
方。

問い合わせ先

政策局政策部
事業政策課
086-803-1042
北区総務・地域振興課
086-803-1725

募集HP
http://www.city.okayama.jp/seisaku/sougoukeik
aku/sougoukeikaku_00060.html

岡山市

2019年2月以降

1名

概ね
20歳以上
40歳未満

【宮浦地区】
・軟弱野菜の普及とブランド化を図りながら、農
業技術を習得し、地域農業の振興を目指す活動
（実地指導含む）
・耕作放棄地の活用方法の研究
・空き家などを使った地域のにぎわいづくりの研
究
・地域と都市部との交流促進
・地域行事等の活動の支援・情報発信
・その他市長が必要と認める活動

・心身ともに健康で、誠実かつやる気
をもって積極的に業務ができる方。
・地域振興と農業に情熱を持ち、経
験・スキルを活かして地域住民と共に
仕事ができる方。
・隊員としての活動期間終了後も岡山
市（特に活動地域）に定住し、起業・就
業しようとする意欲のある方。

政策局政策部
事業政策課
086-803-1042

募集HP
http://www.city.okayama.jp/seisaku/sougoukeik
aku/sougoukeikaku_00060.html

倉敷市
（まちづくり
推進課）

津山市

津山市

津山市

随時募集

随時

随時

随時

2名

45歳程度まで

『玉島湊地区のまちづくり事業 - お茶と町並み
で点てる玉島の魅力づくり』
・湊地区の歴史と文化を伝える町家・古民家を
再生活用したエリア活性化事業の企画・提案・
運営
・湊地区の昭和の風情溢れる商店街の賑わいと
活力創出事業の企画・提案・運営
・玉島湊まちづくり推進協議会の運営、事務

（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。

くらしき移住定住推進室（086-4263153）

（求める人物像）
・起業意欲あふれる方

城西まちづくり協議会で空き家活用策の企画、
地域マネージャーの補佐等
【活動内容】
●城西地域のまちづくりを理解・共感して、「津
山まちの駅城西」を中心に、地域づくりの事務局
を担う地域マネージャーや地域住民と一緒に空
２０～６０歳
き家の活用、イベントの企画等
（※令和２年４月１日時
●「津山まちの駅城西」に来る地域住民の方と
点）
の交流を大切にして、城西地域が目指す「支え
あい、つながりあう地域」づくりに係る企画等
【勤務地】津山市地域振興部地域づくり推進室
（津山市山北520）
【活動地】城西まちづくり協議会（津山市小田中
1312-10）

●性別不問
●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
ネジメント能力）
●ITを使った情報発信や販売促進が
できる
●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

地域づくり推進室 河本（0868-322032）

1名

津山版ＤＭＯにおける観光企画開発、マーケ
ティング、事業計画の支援等
【活動内容】
●観光資源の磨き上げ及びそれらの資源を活
かした観光体験プログラム及びツアーの企画造
成
●外の目から見た津山市ならではの魅力発見と
２０～６０歳
情報発信
（※令和２年４月１日時 ●観光関連情報の集約化とデータベース化
点）
●数値、粗利を意識した新たなサービス企画と
観光で儲かる仕組みの構築
●全国への観光商品の販路拡大の構築に向け
たマーケティング及びプロモーション活動ほか
【勤務地】津山市産業経済部観光振興課（津山
市山北520）
【活動地】公益社団法人津山市観光協会（津山
市山下97-1）

●性別不問
●やる気があり、温厚な人
●外国語の一定の学力を有している
●普通自動車免許所有
《必須スキル》
●旅行や観光サービスに興味があ
り、観光による地域の活性化に熱意・
興味を持って取り組む能力を有してい
る方
●エクセル、ワード、パワーポイントの
操作を習得し、企画等書類作成、
データ整理が可能な方
《必須ではないが重視するスキル》
●プロモーション又はマーケティング
をおこなった経験・知見を有している
方
●観光・旅行業に従事した経験・ノウ
ハウを有している方
●ホームページの管理運営の経験を
有している方

地域づくり推進室 河本（0868-322032）

1名

城東まちづくり協議会で重要伝統的文化財と洋
学・蘭学を結びつけた企画等
【活動内容】
●「重伝建地区」という地域特性に「洋学」「蘭
学」を結び付けた新たな事業の研究、提案
２０～６０歳
●城東の取り組みを効果的に情報発信できるよ
（※令和２年４月１日時 うなＩＴ、ＳＮＳ等の対応についてのアドバイス
点）
●空き地、空き店舗の情報整理と活用方法につ
いて協議会メンバーへの連携支援ほか
【勤務地】津山市都市建設部歴史まちづくり推進
室（津山市山北520）
【活動地】城東まちづくり協議会（津山市中之町
19）

●性別不問
●地域に溶け込み、地域住民と仲良
くできる。
●空き地、空き家の活用アイディア有
している。
● ＩＴ、ＳＮＳ等の活用スキルを持って
いる。
●軽いフットワークと実行力を有して
いる。
●明朗で前向きな性格である。
●まちづくりに興味を持っている。

地域づくり推進室 河本（0868-322032）

1名

笠岡市

令和2年4月

１～２人

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）
○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

○明るく前向きで，発想力豊かでフッ
トワークの軽い方
○持続可能な地域づくり・生業の創出
に意欲を持っている方
○地域住民とコミュニケーションをとり
ながら協力して活動していただける方

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

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

井原市

R2.1.1

1名

２０歳以上
概ね４５歳
以下

【西江原地区】
・地域資源の発掘とまちおこし企画のための情
報収集や立案・運営
・地区内情報誌の編集・発行
・空き家の利活用、移住・定住支援
・地域特産品の企画・開発
・地域内農地の有効活用 等

・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

定住観光課
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

定住観光課
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

定住観光課
0866-62-9521

http://ibaragurashi.jp/news/

井原市

R2.1.1

1～2名

【大江地区】
・農産物及び地元特産品（にんにく・ウコン）の生
産販売支援に関すること
２０歳以上
・地域農業の６次産業化と法人化の推進に関す
概ね４０歳
ること
以下
・地域の農業活動支援（農業後継者確保）に関
(Ｕターン者は６０歳以
すること
下）
・その他まちづくり活動支援に関すること 等
http://ibaragurashi.jp/news/

井原市

R2.1.1

1名

２０歳以上
４５歳
以下

【美星地区】
①農地の耕作放棄地の解消に向けた取組
②星の郷美星のプロモーション支援
③地域振興団体Ｉｒ．Ｂｉｓｅｉの地域活性化活動支
援
④ その他まちづくり活動支援に関すること 等
http://ibaragurashi.jp/news/

高梁市

随時（2019年8月以降）

1名

（１）高梁市成羽町吹屋地内での観光振興に関
する活動
① 吹屋地区の観光振興のために、資源(町並
み・旧吹屋小学校・古民家・イベント等)の活用や
そのブラッシュアップ、新しいアイデアによる取り
組み
② 古民家を活用した宿泊施設の運営に関す
20歳以上で概ね40歳以 る取り組み
下
③ 外国人観光客（インバウンド）に対応できる
取り組み
（例）外国人との交流がしたい、英語が話せるな
ど
④ 吹屋の町並みにある既存店舗や関係者と
交流・連携し、経済効果につながる取り組み

・性別不問
・現在、条件不利区域外に居住し、委
嘱後、高梁市内に生活拠点を移し住
民票を 異動できる方。
・基本的なパソコンの操作（ワード・エ
クセル・パワーポイント等）のできる
方。
・普通自動車運転免許を取得している
方。
・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
TEL0866-21-0282

（２）地域の情報発信に関する活動

高梁市

随時（2019年8月以降）

1名

（１）空き家（空き店舗含む）対策、移住・定住対
策に関する活動
① 関係団体と連携した空き家（空き店舗）の調
査・発掘等
② 空き家の利活用による産業の振興や居住
20歳以上で概ね40歳以
の推進等の活動
下
③ 空き家について地域おこし協力隊が自ら提
案する活動
④ 移住・定住促進に係る活動
（２）地域の情報発信に関する活動

・性別不問
・現在、条件不利区域外に居住し、委
嘱後、高梁市内に生活拠点を移し住
民票を 異動できる方。
・基本的なパソコンの操作（ワード・エ
クセル・パワーポイント等）のできる
方。
・普通自動車運転免許を取得している
方。
・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
TEL0866-21-0282

『提案型』地域おこし協力隊

新見市

随時募集

若干名

４０歳未満

・地域の元気に繋がる活動
・新たな産業の創出や地域産業の活性化に繋
がる活動
・地域資源の発掘及び振興に関する活動
・地域の情報発信に関する活動
・その他目的達成に資する活動
募集ＨＰ
https://www.city.niimi.okayama.jp/gyosei/gyosei
_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！
将来新見市において起業したい！
という想いのある方。

新見市
総合政策課
TEL：0867-72-6114

カウボーイ・カウガール

新見市

随時募集

若干名

なし

・市が指定した牧場を中心とした飼育管理研修
・繁殖牛の飼育管理を主とした畜産業支援活動
・地域資源の発掘及び振興に関する活動
・地域の情報発信に関する活動
・その他目的達成に資する活動

経歴・経験は問いません。
黒毛和牛を育てたい！
将来は自分で牛を飼いたい！
牧場で働きたい！
という想いのある方。

新見市
農林課
TEL：0867-72-6133

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
農林課
TEL：0867-72-6134

･令和元年12月1日現在で年齢が40歳
未満の方（性別は問いません）
・心身ともに健康で明るく、地域住民と
積極的に活動できる方
・他の地域おこし協力隊と協調して活
動できる方
・原則として、任用される前に備前市
内に住所を定めたことがない方
・生活の拠点を現在住んでいる都市
圏内から備前市に移し、かつ備前市
に住民票を異動することができる方
・協力隊員の活動終了後、備前市に
定住し起業・就業しようとする意志の
ある方
・土日及び祝日の行事参加や夜間の
活動など、不規則な職務に対応でき
る方
・普通自動車免許を取得し、実際に運
転できる方
・ホームページ、ブログ等により、地域
おこし協力隊の活動状況等を情報発
信できる方
・備前市の地域資源に興味があり、そ
の資源を活用した商品を開発して起
業につなげる意欲のある方

日生総合支所
管理課
総務管理係
Tel:0869-72-1104
bzh-kanri@city.bizen.lg.jp

募集ＨＰ
https://www.city.niimi.okayama.jp/gyosei/gyosei
_detail/index/354.html

林業男子・女子

新見市

随時募集

若干名

４０歳未満

・林業分野（造林、素材生産など）
・木材加工分野（地元産材を活用した木工製品
づくりなど）
・未利用材利活用分野（林地残材、竹の活用な
ど）
・木育分野（木製品の普及活動など）
・林産物生産分野（キノコ栽培、和紙材料の生
産など）
・販路拡大分野（地元産材、製品の販促活動な
ど）
・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

備前市

未定

2人

40歳未満

･縄文時代を彷彿とさせる古代体験のまほろば
の施設運営・管理・宣伝・活用等
（指定管理者のベネフィットホテル（株）と協調）
・日生諸島のPR及び地域活性化の活動
・その他共通基本活動
「古代体験まほろば」
http://www.ikoi-okayama.com/mahoroba/

備前市

赤磐市

赤磐市

未定

早期

早期

1人

20歳以上
50歳以下

・令和元年12月1日現在で年齢が20
歳以上概ね50歳以下で伝統文化や
文化財に興味のある方
・心身ともに健康で、地域住民と積極
的に活動できる方
・地域資源の発掘（伝統・文化関係）及び活用事 ・原則として、任用される前に備前市
業
内に住所を定めたことがない方
・市、地域の行事やイベントのサポート
・生活の拠点を現在住んでいる3大都
・インターネット等による情報発信
市圏等から備前市に移し、かつ備前
・その他共通基本活動
市に住民票を異動することがきる方
http://www.city.bizen.okayama.jp/busyo/kyouik ・協力隊員の活動終了後、備前市に
u/bunkasinkou/bunkasinkou.html
定住し就業しようとする意思のある方
・土日及び祝日の行事参加や夜間の
会合など、不規則な職務に対応でき
る方
・ホームページ、ブログ等により協力
隊の活動状況等を情報発信できる方

備前市役所
文化振興課
文化振興係
Tel：0869-64-1837
bzbunka@city.bizen.lg.jp

１名

・熊山英国庭園の魅力創出及び誘客促進等に
よる活性化
・新設した体験棟を利活用し、アロマテラピーや
癒しの空間をテーマとした各種イベントの開催及
20歳以上概ね50歳未満
び事業推進
・市や熊山英国庭園活性化委員会が運営する
事業へ参画、協力及び支援
http://www.city.akaiwa.lg.jp/notice/4558.html

・熊山英国庭園の魅力創出、情報発
信に意欲のある方
・関係者と積極的にコミュニケーション
が図れ、協力して行動できる方
・イベント、事業の企画、運営に意欲
がある人

赤磐市総合政策部
政策推進課
086-955-1220

１名

・市観光協会の執務及び会計
・市が運営する事業への参画、協力及び支援
20歳以上概ね50歳未満 ・各種イベントの開催及び事業推進（事業企画、
運営、情報発信等）
http://www.city.akaiwa.lg.jp/notice/5446.html

・赤磐市観光協会の活動を通して市
内事業者と連携協力し、地域振興に
意欲がある方
・関係者と積極的にコミュニケーション
が図れ、協力して行動できる方
・イベント、事業の企画、運営に意欲
がある人

赤磐市総合政策部
政策推進課
086-955-1220

赤磐市

赤磐市

美作市

浅口市

早期

早期

令和２年４月１日～

随時募集

２名

１名

是里ワイン醸造場及びその関係施設を活動場
所としてワイナリー再興を行う。
20歳以上概ね40歳未満 ①ワインの醸造に関すること（１名）
②ワインの販売に関すること（１名）
http://www.city.akaiwa.lg.jp/notice/5486.html

20歳以上概ね
45歳未満

５名程度

無

1

概ね
２０歳以上
４０歳以下

「まちづくり夢百笑」を活動拠点とし、地元地域の
活動への積極的な参加と、共に助け合う仕組み
づくり。
地区と一緒に地域の活性化の立案と実践、そし
て内外への発信。
地域資源を掘り起こし、オリジナルの農産物や
特産品の開発、販売促進など。
http://www.city.akaiwa.lg.jp/notice/5880.html

・ワインやワイン造りに興味があり、
チャレンジ精神のあふれる方
・関係者と積極的にコミュニケーション
が図れ、協力して行動できる方
【選考で考慮する要件】
①醸造の知識または醸造に関する実
務経験
②マーケティング、プロモーション、商
品開発、食品販売に関する実務経験

①夢を語れる方 ～新たな取組みに
チャレンジし、地域情報を内外に強く
発信できる方
② 行動力のある方 ～地域内外の方
とコミュニケーションが図れ、協力して
行動できる方
③ 大らかな方 ～農村地域の住民と
の活動に生きがいや興味を感じる方

①【配 置 先】梶並地区自治振興協議会（大字 右手地区）
【業務概要】淡水魚の養殖、地域産業振興、事業承継
②【配 置 先】梶並地区自治振興協議会（梶並地区活性化推進委員会）
【業務概要】特産品開発・販促、こんにゃく、そば、空き家活用、移住支援
③【配 置 先】粟井地区自治振興協議会
【業務概要】キャンプ場運営、研修・体験・宿泊施設、食品加工、農業体験
④【配 置 先】東粟倉地域自治振興協議会（薬草木を植栽して福祉の郷を創る会）
【業務概要】冊子製作・地域PR、観光・ブライダル
⑤【配 置 先】福山地区自治振興協議会
【業務概要】さくとう山の学校、黒見山公園・遊歩道、狩猟、里山管理、農業
⑥【配 置 先】上山地区自治振興協議会（一般社団法人 上山集楽）
【業務概要】上山棚田再生、キャンプ場、民泊、インバウンド・観光
⑦【配 置 先】美作市役所 企画情報課（情報政策係）
【業務概要】放送（アナウンス）業、FMラジオパーソナリティ、広報記者
⑧【配 置 先】美作市役所 企画情報課（総合企画係）
【業務概要】移住定住支援、地域の魅力発信、移住者と地域をつなぐ
⑨【配 置 先】美作市役所 商工観光課（現代玩具博物館・オルゴール夢館）
【業務概要】からくり・オルゴール、施設PR・出展、木工作品の制作
⑩【配 置 先】美作市役所 商工観光課（勝田観光振興会）
【業務概要】観光・広報活動、イベント企画・運営、地域資源発掘
⑪【配 置 先】美作市役所 商工観光課（湯郷温泉旅館協同組合）
【業務概要】鉄道模型館・おもちゃ館、観光PR・温泉地活性、ジオラマ制作、体験
⑫【配 置 先】美作市役所 農業振興課
【業務概要】流通・販促、もち麦、キラリモチ、市場開拓・特産化

■地域農業の推進を図るための取組み
■特産品振興を図るための取組み
http://www.iju-join.jp/cgibin/recruit.php/9/detail/36465

赤磐市総合政策部
政策推進課
086-955-1220

赤磐市総合政策部
政策推進課
086-955-1220

美作市役所
企画情報課
0868-72-6631

地域の活性化に興味があり、地域住
浅口市役所企画財政部地域創造課
民とともに、積極性と協調性、明るさを
0865-44-9034
もって活動に取り組むことができる方

和気町

随時

1名

20歳～45歳

移住促進業務
・地域活性化に意欲があり、地域が抱
https://www.town.wake.lg.jp/wakesum/wsOshir える課題解決に積極的に取り組める
ase/11243/
方。ほか

和気町役場
まち経営課
0869-92-4589

和気町

随時

1名

20歳～45歳

高校魅力化、公営塾業務
・地域活性化に意欲があり、地域が抱
https://www.town.wake.lg.jp/wakesum/wsOshir える課題解決に積極的に取り組める
ase/11244/
方。ほか

和気町教育委員会社会教育課
0869-88-9110

20歳～45歳

ドローン活用
https://www.town.wake.lg.jp/

和気町

新庄村

随時

随時

1名

1

おおむね40歳以下

・地域活性化に意欲があり、地域が抱
える課題解決に積極的に取り組める
方。ほか

①おおむね40歳までの方
②子ども(特に小学生の活動（スポー
ツ等）)に関わった経験がある方
③子どもとのコミュニケーション能力
の高い方
④普通自動車免許を所有される方
http://www.vill.shinjo.okayama.jp/index.php?id=5 ⑤給与の金額を生活最低保証と捉
17
え、村内において自分で収入を増や
そうと努力できる方
(1)新庄村教育委員会が実施する公営塾（沢塾）
における指導
(2)村文化財資料の保全・管理等に係る業務
(3)その他公民館業務

和気町役場
まち経営課
0869-92-4589

新庄村教育委員会
0867-56-3178

新庄村

鏡野町

鏡野町

鏡野町

鏡野町

鏡野町

随時

随時

随時

随時

随時

随時

2

若干名

若干名

若干名

若干名

若干名

おおむね40歳以下

①生活の拠点が3大都市圏または都
市地域に居住している方
②心身ともに健康で、活動期間任期
後も、新庄村に定住し、起業・就業し
ようとする意欲を持つ方
村内事業所での実地研修を主とする林業活性 ③普通運転免許及び自動車をお持ち
化に係る業務
の方(MTが運転できる方優先)
④年齢が、18歳以上40歳までの方(性
https://smout.jp/plans/598#project-report-328 別は問いません)
⑤村の生活習慣を尊重し、地域住民
とともに活動できる方
⑥新庄村地域おこし協力隊として委
嘱後、生活の拠点を本村に移し住民
票を移すことが出来る方

新庄村役場
産業建設課
0867-56-2628

20歳以上
60歳未満

『鏡野町の観光資源を活用した魅力ある鏡野ブ
ランド（特産品）の開発の情報発信、販路拡大』
【活動内容】
・道の駅等における産物販売やバイキング食堂
に関わる郷土食の発掘や新メニューの開発
・新たな付加価値を持たせたブランドの確立及
び販路開拓、情報発信など
【勤務地】
・株式会社 未来奥津
・NPO法人 てっちりこ
・一般財団法人 鏡野町振興公社
・一般財団法人 上齋原振興公社
・一般社団法人 カガミノミライ
（上記の中から活動拠点のなる勤務地を設定す
る）

・心身ともに健康で、誠実に勤務でき
る方
・地域の活性化に意欲があり、地域住
民、関係団体ともに地域が抱える課
題の解決に積極的に取組むことので
きる方
・鏡野町に１年以上定住する意思の
ある方
・普通自動車免許を有し、実際に運転
できる方
ほか

まちづくり課
0868-54-2982
machi@town.kagamino.lg.jp

20歳以上
61歳未満

『鏡野DMOにおける観光企画開発、マーケティ
ング、事業計画の支援等」
【活動内容】
・現在開発を行っている、地域資源を活用した体
験・滞在型観光商品の更なる展開を図っていく
ための、マーケティングや観光関連商品の企画
販売
・鏡野町が行う対外的なプロモーション活動（観
光PRイベント、物産展など）
・活動に必要と思われる研修会、会議、地域活
動等への参加
【勤務地】
・一般社団法人 カガミノミライ
・鏡野町観光協会
（基本となる勤務地はカガミノミライとし、必要に
応じて観光協会の業務支援を行う）

・心身ともに健康で、誠実に勤務でき
る方
・地域の活性化に意欲があり、地域住
民、関係団体ともに地域が抱える課
題の解決に積極的に取組むことので
きる方
・鏡野町に１年以上定住する意思の
ある方
・普通自動車免許を有し、実際に運転
できる方
ほか

まちづくり課
0868-54-2983
machi@town.kagamino.lg.jp

20歳以上
62歳未満

『移住・定住に関する相談支援、移住ツアー等
の実施及び移住施策の企画運営支援』
【活動内容】
・移住相談や支援、移住ツアーの実施及び移住
施策の運営に関することや、「お試し住宅」の管
理運営支援、空き家、空き施設等の有効活用支
援、関係人口増加のための企画提案等に関す
る業務
【勤務地】
・一般社団法人 カガミノミライ
・NPO法人 いーなプロジェクト
（上記の中から活動拠点となる勤務地を設定す
る）

・心身ともに健康で、誠実に勤務でき
る方
・地域の活性化に意欲があり、地域住
民、関係団体ともに地域が抱える課
題の解決に積極的に取組むことので
きる方
・鏡野町に１年以上定住する意思の
ある方
・普通自動車免許を有し、実際に運転
できる方
ほか

まちづくり課
0868-54-2984
machi@town.kagamino.lg.jp

20歳以上
63歳未満

『林業の実践を行うとともに、自伐型林業の育成
活動に取り組む』
【活動内容】
・未整備森林（人工林）の経営管理や、意欲と能
力のある林業経営者の育成等の諸課題に関し
て、林業の実践を行いながら、自伐型林業の育
成活動に取り組む
・鏡野町森林づくりセンター設立後の業務支援
【勤務地】
・作州かがみの森林組合

・心身ともに健康で、誠実に勤務でき
る方
・地域の活性化に意欲があり、地域住
民、関係団体ともに地域が抱える課
題の解決に積極的に取組むことので
きる方
・鏡野町に１年以上定住する意思の
ある方
・普通自動車免許を有し、実際に運転
できる方
ほか

まちづくり課
0868-54-2985
machi@town.kagamino.lg.jp

20歳以上
64歳未満

『ひらめ（アマゴ）養殖の実践を行うとともに、ひ
らめ養殖者として自立する』
【活動内容】
・鏡野町の特産品であるひらめ（アマゴ）の養殖
業の後継者問題に関して、ひらめ養殖者の元で
ひらめ養殖に携わり、3年後を目途に自立を目
指す
・自治会活動や地域活動に積極的に参加し、地
域の活性化に資する活動に取り組む
【勤務地】
・株式会社 未来奥津
（地元のひらめ養殖者の元で、養殖に携わる場
合もある）

・心身ともに健康で、誠実に勤務でき
る方
・地域の活性化に意欲があり、地域住
民、関係団体ともに地域が抱える課
題の解決に積極的に取組むことので
きる方
・鏡野町に１年以上定住する意思の
ある方
・普通自動車免許を有し、実際に運転
できる方
ほか

まちづくり課
0868-54-2986
machi@town.kagamino.lg.jp

鏡野町

勝央町

随時

随時募集

若干名

1人

20歳以上
65歳未満

なし

『鏡野町の環境の中で自身のスキルを存分に活
かし活動する（提案型）』
【活動内容】
・自分の夢を実現させたい、自分が主体となって
何かに取り組みたい、将来鏡野町で起業した
い、町内を観光で盛り上げたい、関係人口を増
やす取り組みをしてみたいなど、企画提案を受
け、町が必要とした場合（提案内容が町の課題
解決に繋がると判断した場合）に、提案内容に
基づく業務を中心に取り組む

・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

美咲町

吉備中央町

令和元年度

随時

若干名

1

・心身ともに健康で、誠実に勤務でき
る方
・地域の活性化に意欲があり、地域住
民、関係団体ともに地域が抱える課
題の解決に積極的に取組むことので
きる方
・鏡野町に１年以上定住する意思の
ある方
・普通自動車免許を有し、実際に運転
できる方
ほか

・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

まちづくり課
0868-54-2987
machi@town.kagamino.lg.jp

勝央町総務部
元気なまち推進室
0868-38-3111

20歳以上
50歳以下

・林業の継承と担い手確保に向けた活動
・地産品の販売促進と町の情報発信
・集落の魅力向上～農家レストランや特産品開 地域活性化に意欲のある人
発の支援活動
地域課題の解決に積極的に取り組む
・提案型の支援活動
ことのできる人
夢のある人
https://www.town.misaki.okayama.jp/soshiki/ma
tidukuri/6300.html

地域みらい課
0868-66-1191

20歳～45歳

・明るく、熱意と行動力のある方
・自転車好きな方
・人とのつながり、コミュニケーションを
吉備中央町の観光資源を活かしたまちづくり（電 大切にできる方
動クロスバイクを活用したまちづくり）
・地域の活性化に関わる仕事をしてみ
https://www.town.kibichuo.lg.jp/soshiki/6/5429. たい方
html
・将来の起業に向けてキャリアを積み
たい方
・マーケティングを学んだ方または実
践的に学びたい方

716-1192
吉備中央町豊野1-2
吉備中央町協働推進課
電話0866-54-1301

