
市町村名
募集
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最終選考
結果報告

予定
採用予定 対象年齢 主な活動

担当課
連絡先

1 東洋町 2名 随時受付 随時 随時
20歳以上

概ね50歳未満の方
（H28.4.1 現在）

・「海の駅」東洋町の施設管理及び運営業務（１名）
・東洋町の観光振興・観光開発業務（１名）

東洋町
産業建設課
(0887-29-3395)

2 室戸市 2名 随時受付 随時 随時
20歳以上

50歳以下の方
（H28.4.1 現在）

・商業振興支援（１名）
・ジオパーク活動支援（１名）

室戸市
企画財政課

（0887-22-5147）

3 奈半利町 1名 随時受付 随時 随時
20歳以上

50歳以下の方
（H27.4.1 現在）

・集落活動センターなはりの郷に関する業務（観光に関するイベント企画・運営補助、ふるさと
納税贈答品の企画・開発補助等）

奈半利町
地域振興課

（0887-38-8182）

4 田野町 若干名 随時受付 随時 随時
20歳以上

50歳以下の方

・地域コミュニティなどの活動支援に関する業務
・農林水産業の支援･従事や特産品の開発など地域おこしに関する業務
・道の駅情報発信コーナーや田野町製塩体験・見学用ハウス管理運営など特定活動に関す
る業務

田野町
まちづくり推進課
(0887-38-2813）

5 馬路村 3名 ～H29.2.20 随時 Ｈ29.4
20歳以上

（Ｈ29.4.1現在）

・魚梁瀬ブランドを活かした林産物の生産や、伝統野菜の栽培等を通じて、第一次産業を軸と
した生業を作り上げる。
・地域の観光資源を良く知って、その魅力を積極的にＰＲし、１泊２日～長期間滞在したくなる
観光地を作り上げる。

馬路村
地方創生課

（0887-44-2277）

6 安田町 若干名 随時受付 随時 随時
20歳以上

（H28.4.1 現在）

・観光全般に関する業務
・ふるさと納税制度で寄付者に対する記念品作成に関する業務
・集落活動センター運営に関する業務

安田町
中山支所

（0887-39-2008）

7 芸西村 若干名 随時受付 随時 Ｈ29.4
20歳以上

50歳未満の方
（Ｈ29.4.1現在）

・集落活動センター運営に関する業務
・広報ＰＲ活動、イベント等の企画・運営、移住促進に関する業務、地域資源の発掘、地場産
品を活用した新商品の開発
・その他、芸西村の地域活性化につながる活動

芸西村
企画振興課

（0887-33-2114）

8 香南市 若干名 随時受付 随時 H29.4
20歳以上

40歳以下の方
（H29.4.1現在）

①香我美町西川地区集落活動センターの運営・活動支援に関する業務
②集落活動支援・移住促進交流等、地域活性化に関する業務
③農産物の6次産業化（特産品発掘及び商品開発、情報発信、販路開拓）等に関する業務

香南市
①②地域支援課
（0887-57-8503）

③農林課
(0887-57-7517）

9 大豊町 6名 ～Ｈ29.2.15 随時 H29.4

20歳以上
①③50歳以下の方
②35歳以下の方
（H29.4.1 現在）

①㈱ゆとりファームで行う環境農業等の担い手となる隊員（２名）
②大豊町森林組合が行う林業の担い手となる隊員（２名）
③大豊町社会福祉協議会が行う福祉の担い手となる隊員（２名）

大豊町
プロジェクト推進室

（0887-72-0450）

10 土佐町 1名 ～H29.2.24 随時 H29.4
概ね20歳以上
45歳未満の方

酒造りの担い手として地酒文化の継承支援及び地酒を含む地域特産物の地産外商・流通体
制の推進を支援していただける方

土佐町
産業振興課

（0887-82-2450）

11 大川村 6名 随時受付 随時 随時
20歳以上

49歳以下の方
（H28.4.1 現在）

・集落活動センターの運営（２名）　　　　　・集落活動センターで勤務する栄養士（１名）
・土佐はちきん地鶏の飼育及び木材加工、販売等を行う畜産業木工作業従事者（１名）
・山岳観光や企業研修等のプロジェクトリーダー（１名）
・地元の食材（野菜）を育てる野菜農業者（１名）

大川村
むらづくり推進課
（0887-84-2211）

12 佐川町 3名 随時受付 随時
Ｈ29.4
以降
随時

20歳以上
概ね50歳未満の方

（H29.4.1 現在）

・農業担い手候補生（ショウガ）（2名）
・ふるさと納税の推進（1名）

佐川町
チーム佐川推進課
（0889-22-7740）

13 越知町 3名 ～Ｈ29.2.15
Ｈ29.3
上旬

Ｈ29.4
20歳以上

40歳以下の方
（H29.4.1 現在）

・農業（薬用作物）の振興（2名）
（薬用作物の栽培、普及、地域活性化、及びこれらを活かした就農等）
・ふるさと納税推進（1名）

越知町
企画課

（0889-26-1164）

14 仁淀川町 1名 随時受付 随時 随時
20歳以上

40歳以下の方
（H28.4.1 現在）

・地域資源（観光・特産品）の発掘・振興に関する業務
・農業並びに耕作放棄地解消への取り組み
・福祉に関する業務

仁淀川町
企画課

（0889-35-1082）

15 中土佐町 3名 随時受付 随時 随時
20歳以上

40歳以下の方
（H28.4.1 現在）

・水産物販売促進支援業務（１名）
・中心商店街活性化支援業務（１名）
・漁業集落活性化支援業務（１名）

中土佐町
企画課

（0889-52-2365）

16 梼原町 4名 随時受付 随時 随時
20歳以上

35歳未満の方
（H29.4.1 現在）

地域で暮らしていくための、集落活動センター活動支援
梼原町

企画財政課
（0889-65-1111）

17 土佐清水市 5名 ～Ｈ29.2.28
H29.4
中旬

①③④⑤
H29.6

②
H29.7

20歳以上
50歳未満の方

（H28.12.1 現在）

①ふるさと納税事業支援（１名）　　　　　　　　②移住、定住促進に関する活動（１名）
③住民の生活支援に関する活動（１名）　　　 ④ジオツーリズム推進に関する活動（１名）
⑤ジオパーク推進に関する活動（１名）

土佐清水市
企画財政課

（0880-82-1181）

18 大月町 1名 随時受付 随時 H29.4
20歳以上

50歳未満の方
（着任日現在）

・地域産品外商担当（1名）
　地域産品外商関連業務
　ふるさと納税促進関連業務
　情報発信関連業務

大月町
まちづくり推進課
（0880-73-1181）

※１　上記は平成29年2月9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）。　※梼原町を除く

　　　 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。

高知ふるさと応援隊　募集自治体（１８市町村・約５０名募集）


