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地域名 市町村名
募集
人数

応募受付
期間

最終選考
結果報告

予定
採用予定 ミッション 内容

ミッション別
募集人数

担当課
連絡先

募集内容
掲載ＨＰ等

ＵＲＬ

1 県 高知県

高知県
観光振興部
地域観光課

（088-823-9612）

2 室戸市 14名 随時 随時 随時

➀ジオツーリズム・体験プログラム造成の促進
②室戸海洋深層水PR事業
③室戸市の農業振興
④室戸市シキミの振興
⑤室戸高校支援コーディネーター
⑥自治体DXの推進
⑦地域の防災活動支援
⑧健康増進事業

➀ジオツアーの企画・運営、体験プログラム等の企画・運営。その他体験プログラム・
ジオツアーにかかる事業に関すること
②認知度やトレンドのリサーチに関すること、認知度向上のためのPR方法の検討に
関すること、SNS等を活用した情報発信に関すること、新商品開発支援や他業種間
の交流コラボレーション支援に関すること、その他室戸海洋深層水推進に関すること
③室戸市内での農作物の栽培を中心とした農業振興活動（以下の2ｺｰｽから選
択）、１コース：日南地区で栽培されている「ボタナス」　の栽培・ＰＲ活動、２コース：
吉良川町庄毛地区で活動している農事組合法人庄毛ファームでの農作業支援・農
産物のPR活動
④室戸市吉良川町の室戸市シキミ園の管理（伐採・定植・防除作業など）及び収穫
作業、
シキミのPR活動及び販売促進活動
⑤室戸高校公設塾にかかる室戸高校との調整及び運営事務、室戸高校の魅力に
ついて情報発信、地域と室戸高校がながる活動、室戸高校におけるジオパーク学習
の推進
⑥デジタルディバイド対策に関すること、行政手続きのオンライン化に関すること、行
政事務の効率化(AI/RPAの導入)に関すること、その他自治体DXの推進に関するこ
と
⑦市内各地区の自主防災組織と協力し、地区ごとの防災課題を把握する、防災訓
練及び防災出前講座の企画・運営のサポート、その他、地域の防災力向上に関す
る取り組み
⑧地域の医療ニーズの把握・情報収集、データ分析、各種健康事業の企画・実施
、その他地域医療の充実に係る取組

①２名
②２名
④２名
⑤３名
⑥１名
⑦１名
⑧１名
⑨２名

室戸市
まちづくり推進課

（0887-22-5147）

https://www.city.mur
oto.kochi.jp/pages/m
uroto-crcs.php

3 安芸市 2名 随時 随時 随時
①移住・定住促進業務（移住相談、空き家の掘り起こし、
SNSの情報発信等）
②中山間地域の集落維持活動（畑山地区）

①移住や定住の相談対応、移住者への安芸市内の案内活動、空き家の掘り起こし
や空き家バンクの管理・運営、移住希望者や移住者に向けたSNS等の魅力発信、
安芸市内の移住者支援団体での各種活動、移住者用の交流事業の企画・運営、
その他安芸市内への移住・定住者増に資すること
②地域外住民との交流事業の企画、運営支援、地域の伝統行事や共同作業等の
支援、地域住民による意見交換会の運営支援、地域情報の発信（SNS等）、地域の
美化活動（草刈り等）、地域住民による健康づくり・介護予防などの活動支援、高齢
者の見守り活動 

①1名
②1名

安芸市
企画調整課

（0887-35-1012）

https://www.city.aki.k
ochi.jp/life/dtl.php?hd

nKey=5631

4 東洋町 2名 随時 随時 随時
①観光振興業務
②農業振興

①情報発信、連絡調整、イベントの企画運営、
協会の収益事業（海上アスレチック、スケボーパーク等）の運営管理業務等
②ポンカン栽培、東洋町ポンカン振興対策協議会活動に関する業務、農業のＰＲ等

①1名
②１名

東洋町
総務課企画調整室
（0887-29-3111）

http://www.town.toyo
.kochi.jp/contents/inf

o0522.html

5 奈半利町 4名 随時 随時 随時

①商工振興に関する業務
②集落活動センター事業従事者(耕作放棄地解消業務)
③集落活動センター事業従事者（農業支援）
④漁業振興に関する業務（定置網漁業）

①町内の洋菓子店において、接客業務などの店舗運営全般から調理技術を習得
し、店舗の営業支援に従事する。
②耕作放棄地の解消及び圃場の運営管理
③ナス農家又はピーマン農家における研修を行い集落活動センターの農業支援に
従事する。
④定置網漁業への従事及び町が行う事業の活動支援。

①1名
②1名
③1名
④1名

奈半利町
地域振興課

（0887-38-8182）

http://www.town.nah
ari.kochi.jp/red/2710/

6 北川村 2名 随時 随時 随時 委託型地域おこし協力隊隊員
・ゆず農家における研修を通じた生産技術の習得と当該生産技術の普及啓発
・移住受け入れ促進交流に関する活動
・その他目的達成に資する活動

2名
北川村

産業政策課
（0887-32-1221）

http://www.kitagawa
mura.jp/life/dtl.php?h

dnKey=1505

7 安田町
安田町

中山支所
（0887-39-2008）

8 馬路村 若干名 随時 R４.６月下旬 7月1日 自伐型林業
①林業研修による技術の習得
②自伐型林業の実践と普及
③その他、村長が必要と認める業務及び活動に関すること

若干名
馬路村

地域振興課
（0887-44-2114）

https://umaji-
iju.jp/cooperation7.ht

ml

9 田野町 若干名 随時 随時 随時
①空き家・空き店舗の活用推進
②観光等情報発信業務
③農業振興及び耕作放棄地解消への取り組み　　等

①空き家・空き店舗の掘り起こし等
②SNS等での情報発信等
③耕作放棄地での農業振興等

各1名程度
田野町

まちづくり推進課
(0887-38-2813）

https://tanocho.jp/ta
no-iju/iju-3354

10
芸西村

企画振興課
（0887-33-2114）

11 本山町 2名 随時 随時 随時
①林業振興
②教育振興活動

①自伐型林業
②嶺北高校魅力化プロジェクト推進 2名

本山町
政策企画課

（0887-76-3915）

https://www.town.mo
toyama.kochi.jp/soshi
kikarasagasu/seisaku
kikakuka/jinji_saiyo_sh

okuin/index.html

12 大豊町 ３名 随時 随時 随時
①観光産業に関すること
②集落活動センター支援

①ゆとりすとパークおおとよ、大杉観光センター（道の駅大杉）及びゆとりす
とベリー農園で観光産業に関する企画、販売、営業等
②集落活動センター支援

①2名
②１名

大豊町
産業建設課

（0887-72-0450）

https://www.town.oto
yo.kochi.jp/life/detail.
php?hdnKey=968

13 土佐町 2名 R5.2.28 随時 随時 自伐型林業
町内の山林整備に取り組んで頂き、卒業後は土佐町で自伐型林業家として活動を
して頂ける方。

2名
土佐町

農畜林振興課
（0887-82-0484）

http://www.town.tosa
.kochi.jp

14 大川村 若干名 随時 随時 随時

①移住コーディネーター
②畜産業従事者【産業振興】
③林業従事者
④集落活動センター事業従事者【集落支援】
⑤集落活動センター事業従事者集落活動センター事業
従事者【 栄養士 兼 給食調理員】
⑥ふるさと留学指導員
⑦ブランディング ・ マーケティング業務
⑧地域の保健福祉業務
⑨むらづくり業務

①移住希望者のための情報収集や相談受付に関する業務を行います。
②村の特産物である『土佐はちきん地鶏』又は『大川黒牛』の飼育技術や知識を「株
式会社むらびと本舗」で習得し、畜産業の担い手を目指して取り組みます。
③森林組合等で勤務し、各種研修を受け技術と知識を身につけながら、林業の担
い手を目指して取り組みます。
④大川村集落活動センター結いの里において、集落における水道管理支援・交通
支援・生活道路対策・鳥獣被害対策・空き家対策等を行い、地域の課題解決に取
り組みます。また、結いの里における物産販売や調理・経理・企画・運営等を行い、
地域の活性化にも取り組みます。
⑤大川村集落活動センター結いの里において、主に保育園・小中学校・デイサービ
ス等への給食調理業務を行います。
⑥大川村ふるさと留学センター（寄宿舎）において、常時２名の指導者の配置によ
り、児童生徒（小学５年生～中学３年生）の集団生活における生活指導を行いま
す。
⑦大川村が進める「まるごと大川」のブランディングの推進と、主に産業振興や観光
振興に関わる事業において村の第３セクター等と一緒にマーケティング活動を展開
します。⑧地域の健康づくり推進（立案・実施の支援）
、高齢者の介護予防の支援（介護予防活動のサポート）、高齢者の生活支援（健康
チェックや服薬支援
⑨地域の維持活性化に資する活動を、隊員自らが考え企画立案し、実践していき
ます。

若干名
大川村

むらづくり推進課
（0887-84-2211）

http://www.vill.okawa
.kochi.jp/life/dtl.php?

hdnKey=1394

15 香南市
香南市

地域支援課
（0887-57-8503）

16 香美市
香美市

定住推進課
（0887-53-1061）

17 南国市 1名 随時 随時 随時 中心市街地活性化業務
・「ものづくりアトリエtete」の管理運営
・「ごめんteteマルシェ」の運営
・中心市街地を賑やかにする活動（イベントの企画、運営等）

1名
南国市

商工観光課
（088-880-6560）

https://www.city.nan
koku.lg.jp/life/life_dtl.
php?hdnKey=7037

18 高知市
高知市

地域活性推進課
（088-823-8813）

【高知県】地域おこし協力隊　募集自治体一覧　（25自治体・64名程度募集）　令和4年6月1日現在

嶺北

まんなか

東部

https://www.city.muroto.kochi.jp/pages/muroto-crcs.php
http://www.kitagawamura.jp/life/dtl.php?hdnKey=1505
https://umaji-iju.jp/cooperation7.html
https://tanocho.jp/tano-iju/iju-3354
https://www.town.motoyama.kochi.jp/soshikikarasagasu/seisakukikakuka/jinji_saiyo_shokuin/index.html
https://www.town.otoyo.kochi.jp/life/detail.php?hdnKey=968
http://www.town.tosa.kochi.jp/
http://www.vill.okawa.kochi.jp/life/dtl.php?hdnKey=1394
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【高知県】地域おこし協力隊　募集自治体一覧　（25自治体・64名程度募集）　令和4年6月1日現在

19 土佐市 若干名 随時 随時 随時
①産業振興
②情報発信
③フリーミッション

①地場産品を活用した商品開発、販路拡大、商店街活性化など
②土佐市の魅力を発信する情報コンテンツの作成・編集など
③地域密着型協力隊員

各若干名
土佐市

産業振興課
（088-852-7679）

https://www.city.tosa
.lg.jp/life/detail.php?h

dnKey=2361

20 仁淀川町 2名 随時 随時 随時
①農業支援　
②いけがわ４３９交流館業務

①先輩農家の指導のもと、農業の基礎知識や技術を学ぶ、就農に向けた計画づく
り、その他、町長が必要と認める業務及び活動に関すること
②地元の食材を活かしたお弁当や町の特産品を販売する産直コーナーやレストラン
を併設した交流施設の業務全般、その他、町長が必要と認める業務及び活動に関
すること

①１名
②１名

仁淀川町
企画課

（0889-35-1082）

https://www.town.niy
odogawa.lg.jp/life/life
_dtl.php?hdnkey=2333

21 越知町 2名 随時 随時 随時
①町の資源（木材等）を活用した手工芸品の開発
②農業（山椒栽培）の振興

①町産材を活用した手工芸による特産品の開発・PR、ウッドスタート事業の推進
②農業研修等を活用し農業について学び、山椒栽培の担い手として活動する

①１名
②１名

越知町
企画課

（0889-26-1164）

http://www.town.ochi
.kochi.jp/yakuba/kika
ku/info/1719.htm

22 日高村 若干名 随時 随時 随時

①和紙産業の振興
②お茶産業の振興
③ふるさと納税の充実・拡大
④集落活動支援センター「ミライエ」を軸にした集落コミュ
ニティの活性
⑤ハーブ、西洋野菜を通じた地域力の維持・向上
⑥日高村アーカイブにかかる取組
⑦起業定住にかかる取組
⑧地域活性にかかる取組

①世界一薄い和紙の製造支援や販路拡大（海外メインのため英語必須）支援
②四国内で有数の耕作地を誇る霧山茶園にて栽培～商品化までの作業支援
③元協力隊が立ち上げた地域商社内で、ふるさと納税業務支援を行う。
④地域住民が立ち上げた団体と一緒に、ミライエを活用したコミュニティの活性事業
支援を行う。
⑤村で唯一ハーブ、西洋野菜を栽培する農園にて、農作業全般、販路拡大業務、
広報活動を行う。
⑥オムライス大使に任命しているローカル芸人「あつかんDRAGON」の所属する団体
と連携した情報発信を通じて地域の魅力を内外に発信する。
⑦協力隊本人が村内起業を通じた定住活動を支援します。
⑧日高村では協力隊と共に自社活動を通じて地域貢献する事業者などの支援をし
ており、事業者からの事業計画に応じて随時、応募する活動内容は更新されます。 

若干名
日高村
企画課

（0889-24-5126）

https://www.vill.hidak
a.kochi.jp/kurashi/chi
ld_category_free_page.
cgi?SITE_ID=1&CATE
GORY_ID=6&CATEG
ORY_ID2=13&CATEG
ORY_ID3=1&CATEGO
RY_ID4=1&FREE_PAG

E_ID=285

23 いの町

24 佐川町 若干名 随時 随時 随時

①道の駅の立ち上げ、運営に係るイベント等の企画立案・
接客業務担当
②町産品や道の駅オリジナル商品の商品製造・キッチン
カー運営・外商担当

①まちをプロモーションしていく上で、中心的な役割を担っていく場所『まきのさんの
道の駅』で自
分の得意なことを活かして、地域の良さを発掘、発信していく業務です。
②まちをプロモーションしていく上で、中心的な役割を担っていく場所『まきのさんの
道の駅』で自
分の得意なことを活かして、地域の良さを発掘、発信していく業務です。

各１名
佐川町

チーム佐川推進課
(0889-22-7740)

https://www.town.sak
awa.lg.jp/life/dtl.php?

hdnKey=1984

25 中土佐町 3名 随時 随時 4月1日
①文化財保護支援業務
②運動機会向上事業
③水産業活性化支援業務

①無形民俗文化財の記録選択調査、町文化財活用・維持管理業務等
②スポーツ文化センターの施設管理及びスポーツ振興等
③漁業に関する業務

1名
中土佐町
まちづくり課

（0889-52-2365）

https://www.town.na
katosa.lg.jp/life/detail
.php?hdnKey=876

26 梼原町 若干名 随時 随時 4月1日

森林・林業技術者　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
梼原町役場及び梼原町内の地域住民と協力し、梼原なら
ではの林業技術を取得し、豊かで持続可能な森林づくりを
進める林業技術者を目指す活動を行う。

・林業技術者となるための活動　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
・林業活動に必要となる資格、森林に関する知識の取得　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
・林業技術者募集に関わる企画　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
・移住者と地域住民との交流を図る取り組み　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
・梼原の森林づくりの魅力を伝える仕事（SNSを通じての情報発信）

若干名

梼原町　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
森林の文化創造推進

課　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
（0889-65-0811）

http://www.yusuhara
-

iju.jp/recruitment/ind
ex.html

27 四万十町 5名 随時 随時 随時

①文化財の保存活用支援
②奥四万十地域(大正北部)を主体とした地域振興
③「打井川地域づくりセンター」の運営サポート及び「海洋
堂ホビー館」等の支援
④山間地の地域営農支援の推進

①文化財の普及啓発、活用に向けた仕組みづくり及び四万十川流域の景観調査、
計画策定等
②地域や集落の活性化及び移住推進の取り組み等
③打井川地域に整備された施設や地域との連携を図り、活性化に向けた取り組み
や仕組みづくり
④十和地区の法人を中心とした営農支援と新たな担い手づくり等

①1名
②1名
③1名
④2名

四万十町
にぎわい創出課

（0880-22-3281）

https://www.town.shi
manto.lg.jp/life/detail.
php?hdnKey=8031

28 須崎市
須崎市

元気創造課
（0889-42-3951）

29 津野町
津野町

まちづくり推進課
（0880-55-2311）

30 宿毛市 4名 随時 随時 随時
①離島振興
②林業振興

①離島地域の集落維持及び地域活性化に関する活動
②自伐型林業の実践と普及

①1名
②3名

宿毛市
企画課

移住定住推進室
(0880-62-1256)

http://www.city.suku
mo.kochi.jp/docs-
05/p040104.html

31 土佐清水市 若干名 随時 随時 随時

①緑の森づくり推進担当（1名）
②土佐極鳥あしずりキング特産品化支援推進担当(1名）
③営農推進担当（若干名）
④道の駅「めじかの里土佐清水」推進担当(1名）
⑤ふるさと納税推進担当（1名）

①森林組合とともに行動し、林業振興に関する業務
②特産品化を目指している長期肥育鶏『土佐極鶏 あしずりキング』の商品PRと開
発、販路開拓に関する活動、生産者の経営支援に関する活動等
③地域営農の推進、集落営農組織の事務補助
④道の駅の運営に係る企画立案、販売商品のＰＲと開発に関する活動等
⑤ふるさと納税に関する事業所や返礼品の開拓、写真撮影、ＳＮＳによる情報発信
等

①1名
②1名
③若干名
④1名
⑤1名

土佐清水市
企画財政課

（0880-82-1181）

https://www.city.tosa
shimizu.kochi.jp/iju/c

hiikiokoshi.html

32 三原村 1名 随時 随時 随時 村の情報発信
三原村について情報収集（特産品・観光資源・イベント・移住定住に関連等）、SNS
やホームページ等を利用した村の情報発信、新たな観光資源、特産品等の発掘

1名
三原村

地域振興課
（0880-46-2111）

http://www.vill.mihara
.kochi.jp/kurasi/info/
20210331/jyouhouhas

sin.html

33 黒潮町 6名 随時 随時 随時

①鉄道を中心とした地域活性化
②集落営農支援
③地域づくり活動推進員
④漁業協同組合支援
⑤集落支援員

①土佐くろしお鉄道土佐佐賀駅を拠点とした鉄道利用の拡大や地域の活性化等
②集落営農組織の運営に関すること等
③黒潮町地域福祉計画策定業務に関すること等
④魚市場水揚げ作業に関すること等
⑤集落活動センターの運営に関すること等

②以外
1名
②2名

黒潮町
企画調整室

（0880-43-2177）

https://www.town.kur
oshio.lg.jp/pb/cont/ki
kaku-ijuu/18538

34 四万十市 1名 随時 随時 随時 地域資源活用、地域活性化
・地域資源である米のブランディング、テストマーケティング、販売促進等
・地域商社㈱大宮産業の経営安定を図る活動（来店者及び客単価の増や商圏拡
大等）

1名

四万十市
西土佐総合支所

地域企画課
（0880-52-1111）

https://www.city.shi
manto.lg.jp/soshiki/2
6/5885.html

35 大月町
大月町

まちづくり推進課
（0880-73-1181）

※１　上記は令和4年4月1日現在の情報です。

※２　応募の要件として、生活の拠点を３大都市圏をはじめとする都市地域等から過疎、山村、離島、半島等の地域に移し、 住民票の移動することができることが

　　　 要件となります（地域要件）。転出先が地域要件に該当するかどうかは、転入地によって異なるため、各募集自治体にお問い合わせください。

※３　詳細は各自治体の募集要項をご覧ください。

仁淀川

奥四万十

幡多

Webサイト

「高知家でまちゆうき」
　高知県の地域おこし協力隊に

　関する最新情報はこちら！

https://www.city.tosa.lg.jp/life/detail.php?hdnKey=2361
http://www.town.ochi.kochi.jp/yakuba/kikaku/info/1719.htm
https://www.vill.hidaka.kochi.jp/kurashi/child_category_free_page.cgi?SITE_ID=1&CATEGORY_ID=6&CATEGORY_ID2=13&CATEGORY_ID3=1&CATEGORY_ID4=1&FREE_PAGE_ID=285
https://www.town.sakawa.lg.jp/life/dtl.php?hdnKey=1984
http://www.yusuhara-iju.jp/recruitment/index.html
https://www.town.shimanto.lg.jp/life/detail.php?hdnKey=8031

