
やってみる！を仕事に「 体験型 地域おこし協力隊 」 

 

～体験取材で地域と出会い、自分の居場所をつくる～ 

 

 

 

 
 

 

「自分らしい働き方」をいきなり選ぶのは難しいと思いませんか？ 

ひとつに選べないときは、全部やってみるのはどうでしょう？ 

 

私たちの地域には、たくさんの地域づくり活動とナリワイがあります。 

田畑の野良仕事に山仕事、海の生業も。キャンプ・アウトドアや里山料理 

地域産品の加工・販売から公共の仕事、伝統の御神楽、ラジオ番組まで。 

 

まずは、全部で 20 以上の地域活動やナリワイを体験して、着任１年目を過ごしてみる。 

春夏秋冬で違う経験ができるので、12 ヶ月かけて地域づくりを体験するというのが、私たちの

体験型地域おこし協力隊です。 

 

1 年間はインターンになった気分で、多くの地域の現場に入らせていただき、その仕事の面白

さや難しさを感じながら、地域を知り、地域の方々と仲良くなりましょう。それを、みなさん

の視点で書きまとめる情報発信が１年目の仕事になります。 

 



ローカルなキャリアを自分で選ぶのは不安だし、向いていない仕事だったらどうしようと混乱

するのは当然です。でも、まずはやってみないと。そして、どうせやるなら、一つでも多く体

験してみた方がいいはず。 

 

そうして、やっているうちに、楽しくなってきたという仕事があれば、それがあなたの居場所

なのかもしれません。 

 

 

■体験型協力隊の背景 

 

築上町では、自らのまちを自分たちで作っていこうと様々な活動に取り組んでいます。たいへ

ん多くの活動があるため、どれか一つに絞って、協力隊を募集するのは難しいと考えました。

さらには地域の方も、どんな方が協力隊として着任するのかわからないため、不安な部分もあ

ります。 

 

そこで、数ある地域づくり活動を体験することが仕事になるような企画を考えました。1 年間

かけて２０以上の体験をし、各体験現場の地域の方とも仲良くなりながら、レポートと情報発

信をしようというものです。そして、協力隊になった方と地域住民とが意気投合できた活動を

２年目以降の活動として行なっていただきます。 

 

最近では、少子高齢化で担い手が少なくなり、地域活動も現状維持が精一杯。新しいことをし

たい気持ちがあっても、うまく企画したり、実施するのは厳しいのが地域の現状です。それで

も、この地域を未来に残していくために、皆さんとの出会いを楽しみにしています。 

 

 

■３年間の活動イメージ 

 

〈１年目〉 

 ①体験する  

  ・地域づくりの体験を月に２～３箇所訪問して行います。 

   これを通して、地域を知り、地域づくりを学び、人間関係を作ります。 

 ・地域づくりの体験取材（お手伝い）を行い、体験をもとに２か月に１回、壁新聞等で地域

の魅力を発信していきます。 

・体験を通して地域の方と関係性を作っていくことも重要です。 

②年４回の活動報告会の開催 

・年４回地域の方々に向けた発表会を行い、地域おこし協力隊の目線でみた、地域の良いと



ころ、大変なところ、面白い活動等、魅力を共有していきます。 

 

【１年目の作業フローイメージ】 

1 事前準備 ： 体験取材先へ挨拶や必要事項の確認 

2 体験取材 ： 地域に出向き体験取材、地域づくりを学ぶと共に地域の方との関係づくり 

3 情報発信 ： 体験内容の整理、壁新聞作成 

4 その他  ： 地域からのイベントのお誘い等に参加、発表会資料作成等  

 

【主な地域体験】 

（春） 

・田舎料理「伝法寺庄」にて厳しく優しい料理指導&経営体験！ 

・国指定重要無形民俗文化財・豊前神楽を舞う 

・田舎道の美しさを発見！フットパスでウォーキング 

・漁師と一緒にあさりの育成 

・梅を拾って梅干しづくり 

 

（夏） 

・米作り体験！田植え～トラクターで米を刈り取るまで 

・ゆったりとした田舎の田んぼの草を刈る 

・川で水浸し！ヤマメのつかみ取りイベント 

 

（秋） 

・故嶋田隆画伯の生家で美術体験 

・キコリになれる？林業体験 

・蕎麦の収穫 

 

（冬） 

・泥だらけ？キクイモ堀り&キクイモ洗浄！  

・しいたけの駒打ち体験 

・地元のもち米でつくる「寒田あられ」づくり 

・海を体感！漁船でカキの養殖場へ！ 

・キャンプ場でキャンプライフ！テントサイトオープンまでの道のり！ 

  

（オールシーズン） 

・明治時代の工芸和紙「金唐革紙」づくり 

・窯跡公園で焼き物づくり 

・航空自衛隊「築城基地」へ見学取材 

・旧藏内邸でお客様をご案内 

・FM ラジオ「スターコーン FM」で番組づくり 



・公務員体験！役場の業務の ABC 

・大人気物産館「メタセの杜」へ体験入店 

 

※上記の全てを体験する訳ではありません。 

※他にも研修や視察等があります。 

 

〈２～３年目〉 

 ①地域のパートナー選びと地域づくりの実践 

 ・1 年目の体験をもとに、どの地域の誰とパートナーシップを取るかを決めて、地域と一緒

にできる地域づくりを考えて、小さく取り組んでいきます。 

   ・具体的な活動内容は地域と協力隊と役場で相談しながら流動的に決めていくことになりま 

  す。 

 ・３年目は、２年目の活動を少し発展させていきます。 

 

〈３年後の姿〉 

 自分の好きな地域で、好きな地域活動に関わることができます。 

 仕事面について、隣の市である行橋市は人口約 7 万人、商業施設や飲食店等が多く、仕事を

探すことができます。人口１００万人に迫る北九州へのアクセスは JR で４５分程度で通勤可

能な範囲です。こうした北部九州地区は自動車産業のアジア先進拠点として、日本の自動車メ

ーカー及び関係企業が多く集中しています。 

 また、任期後も引き続き町内に住み、事業を行う場合は起業支援補助（上限１００万円）を

申請することができます。 

 

【副業について】 

 1 年目は地域活動に専念していただくため、２年目以降から副業可能です。事前の申請が必

要ですので、副業を検討の場合は申込の際にお知らせください。 

 

※地域おこし協力隊の業務の専念が原則です。土日が仕事となることもある為、時間が調整で

きるもので、任期後のキャリアにつながるものについては応援します。 

 

〈活動経費〉 

旅費    ： １～２回程度、皆で視察や勉強会に参加（2.5 万円） 

消耗品費  ： １０万円を超えない物で、活動に必要と認められる物品を役場と相談し購入 

燃料費     ： 地域おこし協力隊が使用する公用車の燃料費（3 万円） 

通信運搬費 ： 業務に係る郵送費（1 万円） 

委託料      ： 壁新聞作成に係るデザインの委託費（48 万円） 

その他活動に必要な経費 

※令和 3 年 12 月～令和 4 年 3 月までの予算です。令和 4 年度以降は、必要経費を相談して決

めていきます。また、地域おこし協力隊の給料はその他活動に必要な経費に含まれています。 



 

 
 

 

■こんな方にオススメ 

・素直な方で、ありがとう、ごめんなさいが言える方 

・自分の興味関心がまだ一つに絞れない方 

・地域コミュニティに興味のある方 

・田舎暮らしを体験したい方 

 

特別なスキルや経験は必要ありません！ 

地域と一緒に、地域づくりを学んでみませんか？ 

 

 

■築上町について 

 

〈地域おこし協力隊の活動状況〉 

築上町では 2014 年度から地域おこし協力隊を導入し、現在第 3 期１名の協力隊が活動してお

り、2022 年３月末で任期を満了する予定です。 

第 1 期の協力隊員は、地域支援型で活動し、キクイモの栽培に尽力しました。現在では築上町

の特産品として根付き、RKB 毎日放送（TBS 系）「名医の THE 太鼓判！」にもキクイモが取

り上げられました。 

第 2 期の協力隊員もキクイモ事業を引き継ぎ、地域にてキクイモ生産に関わる仕事を行いまし

た。 

第 3 期の協力隊員は築上町の水産振興をミッションとして活動しており、任期満了後には漁師

として築上町で活動していく予定です。 

 



頼もしい先輩の協力隊が築上町にいる為、相談もでき、安心して活動ができる環境です。 

 

〈一緒に働く役場職員〉 

「一緒に地域づくりをしましょう！ 役場も新築で、綺麗な環境で仕事ができます！」 

 
 

・桑野 智課長（左上）【新しいものや、チャレンジすることが大好きです！】 

「地域の方々と協力して築上町に新しい風を吹かせましょう。悩みがあれば相談にのります。

一緒に、熱く！楽しく！一生懸命頑張りましょう。」 

 

・工藤 順子係長（右上）【石橋叩いて渡るタイプです。】  

「楽しく過ごせるようみんなでサポートしていきます。元気に楽しく頑張りましょう。」 

 

・吉元 良太（左下）【思いついたら素早く行動！真っ直ぐ真面目にちょっとおふざけ：）】 

「地域おこし協力隊の担当は初めてですが、皆さんと一緒に業務ができるのを楽しみにしてい

ます。大変なこともあると思いますが、一緒に頑張りましょう！」 

 

・高崎 沙織（右下）【騙されないで！意外とふわっとしてませんから！Sugar holic Girl】 

「海・山に囲まれた自然豊かな町で、田舎ならではの色んな体験を通して、地域の魅力を発見

していきましょう」 

  

〈築上町の基本情報〉 

築上町は福岡県東部の人口約 2 万人の町です。 

北九州市からは JR で４５分、北九州空港へも車で４０分と交通の利便性が良いです。町は

海と山に囲まれ、瀬戸内海型の比較的温暖な気候で、地震や自然災害の少ない地域です。 

買い物場所のメインは、役場から車で 2 分の場所に中規模スーパーがあり、生活に必要なも

のはここで揃います。また、その付近にはドラッグストアやホームセンターもあります。コン

ビニや病院も役場から徒歩５分程度で行くことができます。 

 

〈住家〉 

家は町が運営する公共賃貸住宅「サン・コーポ椎田」。5 階建ての住宅で、間取りは３DK で

す。役場へは徒歩 7 分程度で、徒歩 10 分のところにはセブンイレブンがあります。最寄り駅



までは徒歩２分とアクセスが良い場所です。支払いは光熱水費のみ自己負担で家賃は町が負担

します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■募集要項 

 

１ 募集人員 

 地域おこし協力隊員 ３名程度 

 

２ 活動内容 

 ☆１年目 〈体当たり体験取材（お手伝い）を通して、地域づくりの１２か月を学ぶ〉 

 ☆２年目以降 〈地域に入り地域支援を行う〉 

 

 今回募集する協力隊は、３年間を通して地域支援を行います。 

１年目は地域の様々なイベントや仕事の体験取材を行い、壁新聞等にて情報共有を図りま

す。体験を通して、地域づくりの活動を理解し、地域住民と関係性をしっかりと作り上げてい

きます。 

２年目以降は、体験を通して得た地域住民との関係性を活かし、それぞれが地域とパートナ

ーシップを組み、一緒に地域づくりや課題等に取り組んでいきます。 

３年間の地域支援の中で、地域力の維持・強化を図ります。 

 

築上町では協力隊になる皆さんが思い描く暮らしや仕事を行いやすくなるよう、地域内外の

キーパーソンの紹介や関係団体への橋渡し等のサポートを行っていきます。 



また、３年後に築上町で生活を考えている方には、築上町や近隣市町を含めた就職先を探す

補助を行います。 

 

 三年間の活動イメージ  

【１年目】〈体験と情報発信〉 

・月約２～３種類の地域のイベントや仕事を体験（お手伝い）取材 

・２か月に 1 回、壁新聞の作成 

・年４回の活動発表会 

 

【２～３年目】〈地域のパートナー選びと地域づくりの実践〉 

・信頼を築いた地域の方や団体とのパートナーシップ 

・地域の課題や文脈に沿った地域支援 

・地域支援の継続・強化 

 

例1） 田舎料理「伝法寺庄」で、田舎料理を学びながら、料理屋の運営を一緒に行う 

例2） 地域の手前味噌づくりを行いながら、販売先の拡大や商品づくりを手伝う 

※現時点での構想であり、隊員の意向により柔軟に対応します。町の事業や地域の活動の動向

によっても変更されていく可能性があるものですのでご了承ください。 

 

３ 募集対象 

 経験・未経験は問いません 

 活動内容に興味があり、素直な気持ちで、地域と協力して働くことができる方を募集しま

す。 

 

（1） 必須要件 

1 年齢 問いません 

2 性別 問いません 

3 住所 現在、都市地域（例：福岡市、北九州市等）に居住し、委嘱後、築上町内に生      

活拠点を移し、住民票を異動できる方。※詳しくはお問い合わせください 

4  資格等 

・普通自動車運転免許（AT 限定可） 

   ※ペーパードライバー歓迎ですが、慣れていない場合は練習をして業務にて運転ができ    

るようになっていただきます。 

・パソコン（ワード、エクセル、パワーポイント等）の一般的な操作ができる方 

5 健康：心身ともに健康で、誠実に職務を行うことができる方 

6 地方公務員法第 16 条に規定する欠格条項に該当しない方 

7 その他 

・地域おこし協力隊に意欲と情熱があり、地域となじむ意思がある方 

    ・写真・取材等、メディア露出がＯＫの方 



 

（2） 歓迎要件 

1 地域づくりについて興味があり、関わったことがある方 

2 写真やカメラに興味がある方 

3 書き物、ライティングのスキルを磨きたい方 

 

４ 勤務地 

 築上町役場 まちづくり振興課 地域係内に席を置き、出勤しながら地域づくりの現場へ取

材に行きます。 

 住所：福岡県築上郡築上町大字椎田８９１－２ 

 電話：０９３０－５６－０３００ 

  

 

５ 活動時間 

（1） 勤務時間 

隊員の活動時間は、週５日勤務で、１日につき 6 時間 45 分 

標準的な活動時間は、8 時 30 分から 16 時 

（2） 休憩時間 

12 時から 12 時 45 分 

         ※活動内容により、勤務時間及び休憩時間が変更になることがあります。 

（3） 勤務を要しない日（休日） 

原則として、土曜日、日曜日、祝日、年末年始（１２月２９日～翌１月３日） 

ただし、イベントや支援活動内容により、休日出勤がある場合があります。その場

合は、勤務日を振り替えます。 

    （4）    副業 

                1 年目は地域活動に専念していただくため、２年目以降から副業可能です。事前の申    

                請が必要ですので、副業を検討の場合は申込の際にお知らせください。 

                ※地域おこし協力隊の業務の専念が原則です。土日が仕事となることもある為、時間 

                が調整できるもので、任期後のキャリアにつながるものについては応援します。 

  

６ 任用形態・期間等 

 ・地域おこし協力隊（パートタイム会計年度任用職員）として築上町長が任用します。 

 ・当初任用期間は、任用の日から令和 4 年 3 月 31 日までとし、その後は、活動実績等を踏

まえ 1 年ごとに更新し、最長で任用の日から 3 年まで延長します。 

 ・任用は令和 3 年 12 月 1 日（調整可能です。ご相談ください） 

 

７ 給与等 

（1） 賃金   月額 194,923 円 年額約 280 万円 

（2） 期末手当 在職期間に応じて最大年間 2.55 か月分（6 月・12 月に支給） 



        ※在職期間が支給要件を満たないため、令和 3 年 12 月については支給され

ません。 

        ※人事院勧告等により期末手当の支給月数が変更となる可能性があります。 

（3）起業経費 任期後も引き続き町内に住み、事業（個人事業主含む）を行う場合は、起業

支援補助金を 1 回のみ申請できます。（上限１００万円） 

 

８ 待遇・福利厚生 

（1） 社会保険（協会けんぽ・厚生年金）あり 

（2） 雇用保険 あり 

（3） 非常勤職員公務災害補償 あり 

（4） 町提供の住宅 あり 

※原則、町が提供する住宅に住んでいただきます。 

（5） 年休 基準日数１０日 

※採用日、継続年数により変わります。  

 

９ 応募手続き 

（1） 募集締め切り 令和 3 年 9 月 24 日（金）17：00 まで 

（2） 提出書類 次の書類を築上町役場まちづくり振興課に郵送（必着）又はメールしてく     

ださい 

※メール提出時のタイトルは「築上町地域おこし協力隊応募」としてください 

1 履歴書（JIS 規格のものであれば各自で用意したもので可） 

※これまでの活動の中でアピールしたい点などポートフォリオ等の資料も提出可能で

す 

https://www.town.chikujo.fukuoka.jp/s007/010/100/040/010/chiikiokoshikyouryok

utai.html 

2 課題作文（任意の様式） 

「あなたの経験を踏まえた、チームで仕事をするときに大切なこと」（400 字～800 字程

度） 

（3） 申し込み・問い合わせ先 

〒829-0392 福岡県築上郡築上町大字椎田 891 番地 2 

築上町役場 まちづくり振興課 地域係 

TEL：０９３０－５６－０３００ 

FAX：０９３０－５６－１４０５ 

メールアドレス：kyouryokutai@town.chikujo.lg.jp 

 

１０ 選考の流れ 

（1） 審査方法 

1 第１次選考 書類選考結果は令和 3 年 10 月 1 日（金）までに「合格者のみ」に対    

      し、履歴書に記載の e-mail アドレスに「メール」にて通知します。 

https://www.town.chikujo.fukuoka.jp/s007/010/100/040/010/chiikiokoshikyouryokutai.html
https://www.town.chikujo.fukuoka.jp/s007/010/100/040/010/chiikiokoshikyouryokutai.html


2 第２次選考 第１次選考合格者を対象に、おためし協力隊（１泊２日）及び面接   

      を実施します。 

        日程：令和 3 年 10 月 16 日（土）～17 日（日） 

 

１１ 見学・相談会 

    応募の前後に関わらず、現協力隊との交流、担当職員との面談などについては、でき

る限りご対応します。詳しくはお問い合わせください。 

 

１２ リンク集 

（1） 築上町役場 https://www.town.chikujo.fukuoka.jp/ 

（2） 築上町の歴史 http://chikujo-rekishi.jp/ 

 

https://www.town.chikujo.fukuoka.jp/
http://chikujo-rekishi.jp/

