
　　日時　平成２９年１１月１１日（土）１０：００～１６：３０

　　会場　東京都立産業貿易センター　台東館　４階展示室（東京都台東区花川戸２丁目６－５）

No. 地域 市町村名

就農を目指した農業に関する知識や技術の修得に係る研修の履行
農作物の加工を目的として開発研究

若干名

ブタの肥育などの養豚業務
食肉加工品の新商品開発・販路拡大に係る業務

若干名

地域おこしの支援
地場産農産物の販路拡大、事業化、ブランド化の支援業務
地場産農産物の学校給食等の利活用の推進支援業務

１名

三笠鉄道村業務（三笠鉄道村ＰＲ、イベント企画立案等） １名

児童生徒の学力向上支援（放課後学習、土曜学習、地域と学校のコーディネート） １名

飲食店支援員（空き店舗を活用し飲食店を通じての地域貢献） １名

観光支援員（イベント等での特産品の販売・プロモーション） １名

農林水産業従事 農業支援員（新規就農を目指し、教わりながら農業に従事） １名

その他 NPO法人を設立し、町立図書館の運営と発展

住民生活支援 地域支え合い推進・ボランティアの組織化及び高齢者支援の受け皿

地域おこしの支援 由仁町移住交流センターにおいて、OB協力隊員と連携・協力して移住定住・観光業務への支援活動

14 道央（胆振） 厚真町 ３名 H30.4～ 農林水産業従事 農作業支援 ３名

日高地域観光案内・観光情報の収集と発信業務を中心に、次の業務も行います。

地域ブランドや地場産品の開発・販売・プロモーション
道の駅活性化事業の企画運営
日高町観光協会の運営管理業務及び一般事務
その他観光協会の目的達成のために必要な業務

観光コンシェルジュ担当（旅行業窓口業務） １名

訪日外国人観光案内担当（訪日外国人の観光案内、通訳、情報発信） １名

地場産品販路拡大担当（地場産品の販路拡大） １名

林業支援担当（林業の担い手、森林ガイド） １名

和牛生産振興担当（和牛農家の担い手） １名

24 道央（石狩） 石狩市 １名 H30.4～ 地域おこしの支援 観光振興活動及び地域振興活動（観光協会及び地域事業者等との連携による活動） １名

26 道央（日高） 浦河町 １名
H29.11～

(赴任時期は相談)
地域おこしの支援

浦河の「馬」や「食」を活用した事業・企画
スポーツを通したまちづくり
子育て支援・ボランティアコーディネート

１名

新たな特産品等の発掘や商品化に関する活動(特産品を生かした新商品開発、観光資源の発掘)を中心に、次の業務も
行います。

町の魅力発信の協会に関する活動(SNS等を活用した町の情報発信力強化)
観光体験プログラムに関する活動(観光体験プログラムの企画・リノベーション)

32 道南（渡島） 八雲町 若干名 H30.4～ 地域おこしの支援 空店舗活用した街中の賑わい創出を目的に活動 若干名

33 道南（檜山） せたな町 １名 H30.4～ 農林水産業従事 畜産業支援（酪農ヘルパー） １名

41 道南（檜山） 乙部町 １名 随時 その他 文化・スポーツ支援（体育施設の運営等 インストラクター） １名

42 道南（檜山） 上ノ国町 １名
H30.4～

(H29年度中採用
の場合あり)

地域おこしの支援
移住定住事業の支援活動
観光・特産品その他資源の発掘及び商品開発・販売支援等

１名

スポーツ振興支援 １名

農産物直売所運営支援 ２名

農作業支援、有害鳥獣駆除支援 １名

観光協会運営支援 １名

空き家対策業務 １名

１名
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三笠市道央（空知） ２名

小項目(内容)
項目別

募集人数

46

大項目

地域おこしの支援 ３名日高町道央（日高） ３名 随時

道南（渡島） 鹿部町 １名

その他

農林水産業従事

ブース 募集
人数

採用時期

北海道暮らしフェア東京会場　地域おこし協力隊募集ブース一覧表

随時

その他

地域おこしの支援

地域おこしの支援

農林水産業従事

地域おこしの支援

地域おこしの支援

深川市道央（空知） ３名～ 随時

白老町道央（胆振） ５名
H30.4～

(予定)

H30.4～

沼田町道央（空知） ３名 随時

３名

ニセコ町道央（後志） ６名 H30.5～

由仁町道央（空知） ３名
H30.4～

（正式募集前）
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No. 地域 市町村名
小項目(内容)

項目別
募集人数

大項目
ブース 募集

人数
採用時期

北海道暮らしフェア東京会場　地域おこし協力隊募集ブース一覧表

地域おこしの支援 地域ブランドや地場産品の開発・販売・プロモーション、教育交流事業の応援 ３名

農林水産業従事 農作業支援 ６名

その他 高齢者支援、国民宿舎の振興 ２名

59 道北（上川） 美瑛町 若干名 H30.4～ 地域おこしの支援

地域コンシェルジュとしての活動（商工会加盟商店等における事業化の推進、町内の様々な情報の集約・発信、観
光案内所の業務支援　等）
※業務は必ずしもこれらを全て遂行することを意味するものではなく、「地域コンシェルジュ」として求められる
取り組みをイメージするものです。

若干名

63 十勝 上士幌町 １名 随時 地域おこしの支援
ふるさと納税に関する事務全般（申込受付、データ管理、文書の作成と発送、特産品の発注、その他）
町のふるさと納税及び特産品販売の促進に関する事務

１名

65 十勝 陸別町 １名
随時

(赴任時期は相談)
地域おこしの支援 商工業振興業務支援、地域行事の応援 １名

67 十勝 本別町 ２名 H30.4～ 地域おこしの支援 観光振興、販売・プロモーション、ふるさと納税 ２名

69 道北（留萌） 留萌市 １名 H30.3～ 地域おこしの支援

観光・物産振興のための企画・実施及び観光施設を活用した集客促進
千望台休憩施設を活用した食の開発及び提供
市内アンテナショップでの特産品販売促進及び観光案内業務
地域資源の掘り起こし、観光情報の発信、特産品開発、地域イベントの運営及び支援

１名

70 道北（留萌） 苫前町 ２名 H29.12～ その他 生活支援・保健福祉分野（福祉事業や健康増進事業などの運営、協力及び自身の福祉系資格取得のための業務） ２名

71 道北（宗谷） 中頓別町 １名 H29.12～ 地域おこしの支援
「なかとん牛乳」の生乳加工、６次化に向けた特産品開発、飲食メニューの開発、中頓別町での田舎暮らしをモニ
ターしプランディングを推進

１名

「観光メニュー」開発推進業務 １名

森林を通したまちづくり業務 １名

過疎地域の活性化 １名

観光振興全般 １名

77 オホーツク 滝上町 ２名 随時 地域おこしの支援 炭小屋の担い手及び地域行事の運営参加等 ２名

農林水産業従事 農林・林業への従事、農畜産物加工・販売 １名

商工業者への支援、将来的な起業・事業承継 １名

H30.4～ 観光支援（イベント運営、ＰＲなど） １名
地域おこしの支援

79

74

75

地域おこしの支援

地域おこしの支援

54 新得町

美深町道北（上川） ３名
随時

清里町オホーツク ２名 H30.4～

美幌町オホーツク ２名 H30.4～

十勝 １１名
H30.1～

（以後随時）


