
H30.9.1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

随時募集

2人
（公社）
倉敷観

光コンベ
ンション
ビュー
ロー

22歳以上

①観光資源の発掘及び情報発信
②体験型観光プランの開発
③観光イベント等の企画・運営
④その他観光行政に関する業務全般

http://www.city.kurashiki.okayama.jp/tiikio
koshi/

（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）
・心身が健康で、倉敷市内に定住
する意欲の人
・土日及び祝日の行事参加や夜
間の会議出席など、不規則な職
務に対応できる人
・本市での定住に意欲があり、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
・コミュニケーションをとることが好
きな人
・観光分野に興味のある人
・情報を取り扱うのに慣れた人

随時募集

1人（ＮＰ
Ｏ法人備
中まちづ
くりネット
ワーク：
事務局
玉島信
用金庫）

40歳程度まで

①事業の企画・立案・サポート
  ・「備中玉島みなと朝市」など，地元大学，
高校と連携した高梁川流域連携事業，商店
街の活性化イベント。
　・玉島のお茶文化と歴史を活かした「お
茶」活性化事業
　・高梁川流域圏域内の地域おこし協力隊
と連携した地域資源活性化に向けたイベン
ト。
②事務・その他
　・ＮＰＯ法人備中まちづくりネットワークに
おける地場産業支援業務，商店街活性化
業務。

（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。

（求める人物像）
・積極性のあふれる方

随時募集 1人 45歳程度まで

『倉敷下津井地区の魅力を活かした倉敷児
島地域活性化事業』
・下津井地区(町並み保存地区含む)での町
家・古民家再生活用事業の企画・提案・実
施
・離島の旧市立小学校分校をリノベーション
した土地建物を活用した事業(美術　館、
キャンプ場等々)の企画・運営
・下津井地区、児島地域(国産ジーンズ発
祥地、繊維のまち)等の特産品を活用した
新商品の開発・販売

（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）
・アーティスト、クリエーター、アウ
トドア有識者

随時募集
2人

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。

（求める人物像）
・起業意欲あふれる方

随時 1人
２０～６０歳

（※平成３１年４月１
日時点）

ＪＡつやま津山ぶどう部会の農産物の販売
拡大・販路拡大、規格外品などの商品開発
と地域情報の発信
【活動内容】生産現場に携わり知識を得た
うえで、Ｂ級、Ｃ級品といった規格外品の活
用及び特色を持たせた取組による付加価
値の向上、一層儲かる農業の仕組みを作
り、生産農産物の新たな付加価値を持たせ
たブランドの確立や販路開拓、地域の魅力
や情報を発信する。
【勤務地】津山市農林部農業振興課（津山
市山北520）
【活動地】ＪＡつやま津山ぶどう部会（旧津
山・加茂・阿波）

・性別不問
・農業を活かすビジョンを持ってい
る
・生産者（物）と消費者をつなぐ独
自システムの構築ができる
・販売能力や商品開発に長けてい
る（知識が豊富）
・やる気があり、協調性がある
・体力がある
・普通自動車免許所有
・パソコン操作（表計算・ホーム
ページ・ＳＮＳ等）に長けている。

随時 1人
２０～６０歳

（※平成３１年４月１
日時点）

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】津山市観光協会では、事業者
や市民と連携を図りながら観光地経営を行
う津山版ＤＭＯ候補法人登録への申請を予
定しており、観光地経営に取り組む中で、
マーケティングや観光関連の商品の企画販
売、プロモーション等の業務を行う。
【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
・経営的センスを持っている
・人が好き、人を巻き込むのが得
意な人
・地方における観光に可能性を感
じている
・観光を活かすビジョンを持ってい
る
・情報発信（ホームページ・ＳＮＳ
操作等）が得意
・普通自動車免許所有

随時 1人
２０～６０歳

（※平成３１年４月１
日時点）

ふうどツーリズムの企画・マネジメント、地
域マネージャーの補佐
【活動内容】ふうど＝地域の食や景観・風土
をテーマとしたツーリズムを企画し、交流人
口を増やす取組をマネジメントするとともに
地域マネージャーの補佐役として地域全般
のマネジメント業務の補佐を行う。
【勤務地】津山市地域振興部協働推進室
（津山市山北520）

・性別不問
・やる気があり、協調性がある人
・経営的センスを持っている
・人が好き、人を巻き込むのが得
意な人
・地方に可能性を感じている
・情報発信（ホームページ・ＳＮＳ
操作等）が得意
・普通自動車免許所有

岡山県内の地域おこし協力隊市町村募集状況

倉敷市
倉敷市

くらしき移住定住推進室
TEL:086-426-3153

津山市
津山市

協働推進室
TEL:0868-32-2032



笠岡市 随時 １～２人 無

○漁獲方法，魚の種類，調理法，販売方法
などを学び，消費拡大・販路拡大のための
ＰＲ活動・情報発信，漁業振興（新規漁業者
のコーディネートなど）に取り組む
○笠岡市の抱える課題に対するマーケティ
ングリサーチ及び地域のデザインに主体的
に関与し，自ら提案，実行する
○古民家を歴史的財産として活用し，周辺
部の街並みも生かした街並み保存の体系
を作る

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

笠岡市
定住促進センター
TEL:0865-69-2377

H30.12.1 2人
２０歳以上
概ね４５歳

以下

・ワイナリー実現に向けてのワイン用葡萄
生産農場の確立
・農業支援（醸造用ぶどうの栽培・収穫及び
栽培農地の整備）
・ワイン文化の高揚に関わる活動
・ワイナリーの建設に向けた研究
・地域の文化との連携事業
・新たな交流拠点開発事業

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
・地域住民や先輩隊員との協働
・ワイナリー、ワイン用葡萄栽培に
ついて未経験であってもよいが、
将来的にワイン用葡萄生産農家、
あるいはワイン産業で起業を目指
す方を優先します。

H30.12.1 1人
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

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

H30.12.1 1～2人

２０歳以上
概ね４０歳

以下
(Ｕターン者は６０歳以

下）

【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
・地域農業の６次産業化と法人化の推進に
関すること
・地域の農業活動支援（農業後継者確保）
に関すること
・その他まちづくり活動支援に関すること
等

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

随時募集 若干名 ４０歳未満

『提案型』地域おこし協力隊

・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

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
企画政策課

TEL：0867-72-6114

随時募集 若干名 なし

カウボーイ・カウガール

・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

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

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

井原市
井原市

いばらぐらし推進課
TEL:0866-62-9521

新見市



H31.4.1 1人
20歳以上
40歳以下

（任用時の時点で）

・備前市井田地区にて農業後継者として稲
作の協力、販路開拓（井田米《せいでんま
い》のブランド化）
・特産品の開発
・コミュニティの維持に関する活動
・住民の生活支援に関する活動
・地域資源の発掘及び活用による振興活動
・地域間交流及び他地域からの移住促進
に関する活動
・インターネット等による情報発信活動
・その他、市が指示する活動

備前市ＨＰ
http/www.city.bizen.okayama.jp/

・心身共に健康で、地域住民と積
極的に活動できる方
・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３
大都市圏等から備前市に移し、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
・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、ブログ等により協
力隊の活動状況等を情報発信で
きる方

H31.4.1 １人
20歳以上
40歳以下

（任用時の時点で）

・地域資源（農地、山林等）を活用し自活定
住に向けての取り組み
・三国地域（吉永町加賀美・都留岐・多麻・
笹目）重荷笹目地区の地域おこし活動
・現在活動している協力隊と協力しての活
動
・特産品の開発
・コミュニティの維持に関する活動
・住民の生活支援に関する活動
・地域資源の発掘及び活用による振興活動
・地域間交流及び他地域からの移住促進
に関する活動
・地産地消・地産外商に関する活動
・インターネット等による情報発信活動
・その他、市が指示する活動

備前市ＨＰ
http/www.city.bizen.okayama.jp/

・心身共に健康で、地域住民と積
極的に活動できる方
・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３
大都市圏等から備前市に移し、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
・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、ブログ等により協
力隊の活動状況等を情報発信で
きる方

1人
20歳以上
40歳以下

（任用時の時点で）

○地域資源を活用した新商品の開発
・オリーブ栽培
・藻塩づくり
・その他、備前市里海・里山ブランド協議会
の活動に沿った内容での商品開発
○備前市里海・里山ブランド推進協議会運
営補助
・ブランド認定商品のＰＲ
・フェイスブック等による活動
・特産品の開発
○備前市地域おこし協力隊共通活動
・コミュニティの維持に関する活動
・住民の生活支援に関する活動
・地域資源の発掘及び活用による振興活動
・地域間交流及び他地域からの移住促進
に関する活動
・地産地消・地産外商に関する活動
・インターネット等による情報発信活動
・その他、市が指示する活動

備前市ＨＰ
http/www.city.bizen.okayama.jp/
里海・里山ブランド協議会ＨＰ
https://satoumi-satoyama.jp

・心身共に健康で明るく、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員と協調
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３
大都市圏等から備前市に移し、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
・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

備前市
農政水産課

TEL:0869-64-1836

瀬戸内市
H30.11.1以降

（相談可）
1人 なし

自分の夢を通じた地域づくりをテーマにした
隊員の提案に基づく活動

地域おこしに意欲と情熱があり、
市民等と積極的に協働できる方

瀬戸内市
企画振興課

TEL:0869-22-1031

早期 １人
20歳以上概ね50歳未
満

・観光の振興に関する業務（ツーリズムの
開発・振興、インバウンド観光の促進等）
・地場産品の開発に関する業務（特産品の
開発、食文化の研究・発信等）
・地域の魅力向上に関する業務（地域の魅
力掘り起こし調査）
http:/www.city.akaiwa.lg.jp/notice/4558.ht
ml

・国内だけでなく、国外も視野に入
れ観光を軸に地域活性化を図るこ
とに魅力を感じる方
・新たな視点と斬新な発送で、地
域の人々と力を合わせて意欲的
にチャレンジすることができる方
・地域住民や先輩協力隊員と積極
的にコミュニケーションが図れ、協
力して行動できる方

早期 １人
20歳以上概ね50歳未
満

・地産地消の推進
・赤磐産食材の生産量の拡大と流通・販
売、飲食業者の開拓・拡大
・直売所、消費者、加工・販売業者との流通
ネットワークづくり
・加工品の研究・開発と販売普及
http:/www.city.akaiwa.lg.jp/notice/4564.ht
ml

・生産者とともに魅力的な地元食
材を掘り起こすこと、消費者に旬
の生産物を提供し、喜んで頂くこと
に生きがいを感じる方
・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
・新たな取組にチャレンジし、市内
情報を内外に広く発信できる方

真庭市 随時 5人程度
概ね

２０代～
４０代

（１）地域課題の調査（研修期間）（約１～６
か月）
（２）受入希望団体等の調整（調整期間）
（３）地域支援（選択）
①農林水産業への従事等
②環境保全活動
③地域コミュニティの維持活動
④地域資源の発掘及び活用活動
⑤地域おこしの支援
⑥住民の生活支援
⑦その他、地域力の維持・創出に資するた
め必要な活動

・他の協力隊と協力して活動がで
きる
・住民の話を聞くことができる
・地域の風土や活動を理解し協働
できる
・真庭市への定住を考えている

真庭市
交流定住推進課

TEL:0867-42-1179

赤磐市
赤磐市

まち・ひと・しごと創生課
TEL:086-955-1220

備前市

備前市
市民協働課

TEL:0869-64-1806



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
総務企画課

TEL:0866-82-1010

新庄村 平成30年10月1日 1人 おおむね40歳以下

(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

http://www.vill.shinjo.okayama.jp/index.ph
p?id=517

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
⑤給与の金額を生活最低保証と
捉え、村内において自分で収入を
増やそうと努力できる方

新庄村
教育委員会

TEL:0867-56-3178

鏡野町 H31.4.1 若干名 概ね20歳～40歳

【事業内容】
※応募の際には下記Ａ～Ｄのうち一つを選
択
Ａ．特産品の開発
Ｂ．休耕地の利活用についての研究活動
Ｃ．農業支援活動
Ｄ．水産業支援活動

【募集ＨＰ】
○鏡野町ＨＰ内
http://www.town.kagamino.lg.jp/?p=11939
9
○移住・交流推進機構（ＪＯＩＮ）
https://www.iju-join.jp/cgi-
bin/recruit.php/9/detail/25334?ck=1

了後に鏡野町内に定住し、就業し
ようとする意欲を持っている方

実際に運転できる方

PowerPoint）の基礎的な操作がで
きる方

域の人と積極的に関わることが出
来る方

る欠格事項に該当しない方

鏡野町
まちづくり課

TEL:0868-54-2982

久米南町 H31.4
各部門

1人
概ね20歳以上40歳以
下

【産業・観光振興】
・女性の小商い（自宅・プチ起業）支援
・農作業×宿泊のプロモーション
　など

【子育て支援】
・放課後児童クラブの支援
・母親クラブ等とのイベント等の企画・運営
・憩いの場づくりの研究
　など

http://www.town.kumenan.okayama.jp/teij
u.html

　活動任期終了後の自立につい
て、次のような将来像（イメージ）
を持って活動する方
【産業・観光振興】
　・起業支援（NPO等）
　・特産品・観光プランナー
　　など

【子育て支援】
　・放課後学童保育（ＮＰＯ等）
　・ママカフェ（憩いの場）
　・スクール・サロンの開業
　　など

久米南町
産業振興課

TEL:086-728-2134

美咲町 平成30年度 若干名
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
・提案型の支援活動

https://www.town.misaki.okayama.jp/soshi
ki/matidukuri/6300.html

地域活性化に意欲のある人
地域課題の解決に積極的に取り
組むことのできる人
夢のある人

美咲町
まちづくり課

TEL:0868-66-1191


