
定住支援もさらに充実！  

遊佐町「地域おこし協力隊」隊員を募集します！！ 

 

 遊佐町は、山形県の庄内平野の最北端に位置し、西は庄内砂丘を隔てて日本海に臨み、

北は鳥海山を境に秋田県に接し、東は出羽丘陵に囲まれ、南は酒田市に接しています。 

 町のシンボルである標高２，２３６ｍの鳥海山は、美しく雄大な姿で我々町民の営み

を見守っています。また、鳥海山からは豊富な湧水が町内の多くの場所で湧き出ており、

そのミネラルを含んだ水が、米や野菜などのおいしい農作物、岩ガキなどの海産物を育

てています。 

 

 
【鳥海山山頂からみた絶景】         【丸池様】 

 
    【遊佐町からみた鳥海山】        【集落のひまわり畑】 

 

 今回、遊佐町では、町が行う以下の８つの業務の課題解決と活動推進のため、自由な

視点、これまで培った技術、若い行動力で取り組んでいただける「地域おこし協力隊」

隊員を募集します。 

 

【募集業務】  

①空き家再生プロジェクトによる定住促進活動業務 

②鳥海山・飛島ジオパーク活動の推進（観光・自然資源の魅力発信含む） 

③情報発信強化・改善のための支援活動 

④地域資源の発掘及び産業振興に関する活動業務 

 ⑤婚活・ウエディングプランニング支援業務 

 ⑥遊佐高校学生生活支援業務 

 ⑦学習支援塾運営業務 

 ⑧学校給食サポート事業 

 

 

ゆざまち 



本町では現在、男性２名、女性２名の計４名の協力隊隊員が様々な業務を担当し活動
しています。現隊員はもちろん、協力隊を退任し町で起業しているＯＢの方も、あなた
をサポートさせて頂きます。 

自由な視点、これまで培った技術、若い行動力を生かして、活気あるまちづくりにチ

ャレンジしてみませんか？ 

 

募 集 概 要 

活動概要  

町の魅力の情報発信、地域の社会的・経済的活性化のための取り組みの企画運

営・仕組みづくりのため、以下の活動に従事していただきます。 

 

①空き家再生プロジェクトによる定住促進活動業務（募集１名） 

 

遊佐町 IJU ターン促進協議会等と連動し、起業をめざす若者の創出拠点を創るた

め、空き家をリノベーションし、起業希望者を誘致する。町・地域と連携しながら

コミュニティの活性化をめざす。 

 

【活動内容】 

・空き家再生プロジェクトチームの設置、空き家再生に係る改修ワークショップの

企画及び実施業務 

・起業希望者のニーズ把握、リノベーション後の利用者の誘致並びに起業支援活動 

・遊佐町 IJU ターン促進協議会 HPに関する情報発信活動 

 

-------------------------------------------------------------------- 

 

②鳥海山・飛島ジオパーク活動の推進業務（募集１名） 

（観光・自然資源の魅力発信含む）          

 

平成２８年度に日本ジオパークに認定された「鳥海山・飛島ジオパーク」活 

動の推進のため、ジオパークの周知、鳥海山をはじめとする豊富な地域資源の 

保護保全、教育や観光振興への活用を通して、地域の魅力の発信と活性化を図 

る。 

また、町内外への鳥海山・飛島ジオパークや観光・自然資源の情報発信、環

境・観光・産業・教育・防災などの分野でのジオ資源の活用を図る。 

 

【活動内容】 

「鳥海山・飛島ジオパーク」活動の推進のため、町内外への情報発信と機運醸 

成のほか、産業振興や教育活動等への活用と充実をめざす。 

・地域コミュニティや学校への出前講座や出前授業によるジオパーク推進のた

めの PRや周知、情報発信・機運醸成のための活動 

・ジオパークを活用した観光振興や農林水産業振興のための活動、教育機関と

連携した学習支援や教育活動 

・各種関係団体や役場内部の横断的な連絡調整 

・見どころとなるジオサイトの確認・管理、ジオガイド養成講座に資する活  

 動 

・ジオパークに関する視察、研修会等、各種関連イベントの対応 

 



※主に遊佐町役場企画課内で活動。鳥海山・飛島ジオパーク推進協議会とも連

携し、ジオパークに資する様々な活動を行う。 

  

 ③情報発信強化・改善のための支援活動（募集１名） 

   

町内外に町の魅力・地域イベント等を情報発信することにより、社会的・経済的 

 活性化を目指し、次のような事項に関する活動に従事する。 

募集する情報発信業務については、町に関する多くの情報をあらゆる方面から収集

し、ホームページ、ブログ、地域メディア、SNS 等を活用した「目に見える情報発

信」活動を行って頂きます。 

 

【活動内容】 

・町の魅力の発信  

・地域資源の発掘・調査 

・観光イベント等の情報発信 

・協力隊の広報誌発行 

・農産物、特産品等の周知及び支援 

・隊員活動の発信 

・「きちゃいなよ遊佐町」の継続 

 

 ------------------------------------------------------------------ 

  

④遊佐町の特産品の販売・ＰＲおよび新たな特産品の開発業務（募集 1 名） 

 

鳥海山の恵みを受けて育った様々な農水産物、それを活かした加工品などの

遊佐町の「特産品」の販促、ＰＲ活動、地域資源を活用した新たな特産品の開

発に取り組みます。 

   

【活動内容】 

遊佐ブランド推進協議会と連動し、遊佐ブランドの確立・発信と地域産業の

活性化をめざす。 

・友好都市である豊島区他首都圏で町の農産品を販売する「遊佐ノ市」、県内

外、町内での各種イベント等での販促活動や PR 活動 

・遊佐町優良特産品部会の各事業（イベント出店他）の支援 

・遊佐町ならではの新たな特産品（加工品）の開発や開発支援 

※主に A コープ遊佐店 2 階ブランド推進協議会で活動。役場産業課と連携して

活動していただきます。 

 

------------------------------------------------------------------- 

 

⑤婚活・ウエディングプランニング支援業務（募集 1 名） 

 

「結婚」に至るまでの男女の出会いを支援する結婚支援推進員のサポート業

務。若者の仲間づくりの機会をつくり、結婚が決まったカップルへ遊佐町なら

ではのウエディングプランを提案するなど、結婚支援活動に取り組みます。 

  

 



【活動内容】 

活発な婚活事業の実施と、具体的に且つ気軽に安心して相談できる体制をつ

くり、若者に選んでもらえるまちづくりをめざす。 

  ・結婚支援推進員の研修や定例会、イベント開催についてプロデュースし、結

婚支援推進員活動を強化 

 ・定期的な婚活セミナーの実施 

 ・婚活イベントを開催する企業や団体をサポートし、イベントを企画 

  ・結婚が決まったカップルへ遊佐町ならではの結婚式の提案とウエディング・

プランニング 

※主に役場企画課定住促進係で活動。 

 

------------------------------------------------------------------- 

 

⑥遊佐高校学生生活支援業務（募集１名） 

  遊佐町で「遊佐高校支援の会」を通じて支援している山形県立遊佐高等学校 

に県外から入学し移住してくる生徒の相談相手となりながら、食事、掃除等の 

生活支援をして共同生活することで、生徒が町内において健全な生活を営むこ 

とができるよう支援活動を行うものである。 

  地域おこし協力隊員として、同じ町外から移住した者として生徒に接してもら 

い、同じような悩みを共有したり解決したりしていくことで、生徒が安心して生

活していく環境を整え、生徒の穏やかな心の醸成を育むことを期待したい。 

 

 【活動内容】 

  ・生徒の共同居住施設での食事提供・掃除等の生活支援活動 

  ・「遊佐高校支援の会」に関する業務の支援活動 

 

 ※共同居住施設は、町内にある空き家を改築したもので、そこに、地域お 

こし協力隊員からも、県外からの生徒と一緒に入居していただく予定で 

す。 

 

------------------------------------------------------------------ 

 

⑦学習支援塾運営業務（募集１名） 

 平成 30 年度から始まった中学３年生が対象の学習支援塾は、夢の実現（希 

望進路の実現）のために学習意欲を高めることをねらいの一つとして実施して 

います。この既存の「学習支援塾の拡充」や学習指導だけではない「地域を 

学ぶ授業」の企画・運営を通して、子どもたちと直接関わっていただくことが 

主な業務内容です。 

 

 【活動内容】 

・学習支援塾の企画及び運営（受講者募集、講師及び会場の調整等） 

・学習支援塾での学習指導及び相談 

・地域を学ぶ授業の企画及び運営 

 

塾や授業の開催や対外的な調整以外は、役場教育課内での活動となります。 



 

⑧学校給食サポート事業（募集 1 名） 

  当町の学校給食は、学校と地元の野菜生産者の連携を密にし、安定した 

価格で食材を仕入れることができているため、学校給食における県産農産 

物使用割合は県内上位！新鮮で安全な季節の野菜を給食で豊富に提供す 

ることができており、県内外に誇れる「安全でおいしい給食」であります。 

 

しかし、地元野菜生産者の高齢化や後継者不足により、 

①毎朝の配送（各校へ） 

②各校からの発注品目・数量の確認と取りまとめ（毎月） 

③野菜の量・規格・品質の保持 

などの課題が出てきている。 

 

 

・地産地消の推進 

・子どもたちに地場産物の良さや美味しさを実感してほしい 

・新鮮な旬の野菜をできるだけ多く取り入れた給食を食べさせたい 

 

 

そこで!!  

●地元農家が育てた新鮮で安全な季節の野菜を学校給食で提供するため、毎朝地元

農家への集荷と各学校への配送。 

●各校からの発注品目・数量の確認と取りまとめ。 

 （遊佐小に納入している団体のサポートを行う。） 

●地元農家のところで修業を積むことで、農業に関する知識・経験を得るこ 

とができる！（未経験者でも大丈夫!!） 

●いずれは！自らが収穫した野菜を「安全でおいしい学校給食」の食材の一 

つとして各学校に提供する。 

 →野菜生産者は年に一度学校に招待され、子どもたちと直接話をして交流したり

会食をしており、生産意欲の向上につながっている。 

子どもたちも、地域食材への関心が高まり、郷土の良さや感謝の気持ち 

 が育っている。残菜も減少し、食べる意欲にもつながっている。 

   

    

※どの業務も、町事務局、関係部署・団体と情報共有・活動調整・連携を図りなが

ら業務を進めることになります。 

 

募集対象 ・年齢：２０～４０歳 

・現在、３大都市圏をはじめとする都市地域等に在住し、遊佐町に住民登録し生活

拠点を移すことができる方。（Ｕターン者も可） 

・明るく、協調性があり、コミュニケーション能力の高い方。 

・最低でも１年以上の活動が可能な方。（最長３年まで） 

・心身ともに健康で、住民や関係機関と協力しながら意欲を持って業務に取り組め

る方。 

・PC の基本ソフト（ワード・エクセル・パワーポイント等）、インターネット、SNS

等の知識を有し、活用できる方。 



・普通自動車運転免許証を持っている方。 

募集人数 各業務 募集１名 

活動場所 基本は、活動拠点となっている場所で勤務していただきます。その他、全町エリア、

近隣市での活動もあります。 

活動時間 １日７時間４５分勤務を原則とします。 

活動開始 2020年４月以降（具体的な日程は町事務局との調整により決定します。） 

活動の支

援 

活動業務担当者または関係機関および町の事務局 他 

活動（その

他） 

週１回、活動日誌等、活動記録を提出していただきます。 

活 動 形

態・期間 

活動日は、原則として月曜日から金曜日まで週５日間を基本とし、活動内容によっ

ては、休日等（振替休日対応）に活動していただきます。 

活動謝礼 １６６，０００円／月のほか、居住費、活動のための車両燃料費等 

（雇用契約はなく、謝礼としてお支払します。） 

待遇・福利

厚生 

・住居は町が借受けし、家賃は町が負担します。 

（町内の住居、但しＵターン者の場合は検討） 

・活動のための車を貸与します。（軽ワゴン車） 

・活動拠点の事務室内に、専用パソコン、ネットワーク環境を整備します。 

・活動のための作業着、帽子等の必要なものを支給します。 

・住居の暖房のため灯油代、車のガソリン代を補助します。（上限あり） 

 （灯油 5,000 円／月 以内実費、ガソリン 20,000 円／月 以内実費） 

・活動中の保険はボランティア保険に加入します。 

（雇用契約ではないため、雇用保険や社会保険の加入はありません） 

☆任期終了後の定住支援施策として、令和元年度より、本町で起業および事業継承

する際の経費を支援する「遊佐町地域おこし協力隊起業等支援補助金制度」及び

本町に住み続けるための生活支援金として「チャレンジ遊佐定着支援金」がスタ

ートしております！ 

詳しくは、「遊佐町地域おこし協力隊起業等支援補助金交付要綱」「チャレンジ

遊佐定着支援金」をダウンロードいただくか、遊佐町役場企画課企画係にお問い

合わせください。 

休日・休暇 基本的に土曜日、日曜日、祝日及び年末、年始（例外あり） 

申込受付

期間 

2019 年１１月１日 ～ 2020 年１月３１日 

※上記期間に関わらず、応募者多数となった場合、受付を終了させていただきます。 

ご了承ください。 

選考の流

れ 

●応募方法 

  遊佐町「地域おこし協力隊」隊員応募用紙に必要事項を記入し、下記まで送付

してください。（応募用紙：遊佐町ＨＰよりダウンロードしてください） 

○遊佐町ＨＰ⇒http://www.town.yuza.yamagata.jp/ 

 （最終学歴の卒業証明書又は卒業証書の写しも、お送り願います。こちらの送付

については申込受付期間後でも構いません。これは、応募者の確認のためであり、

学歴を問うものではありません） 

 

◇送付先 

  〒９９９－８３０１ 

  山形県飽海郡遊佐町遊佐字舞鶴２１１ 

  遊佐町役場 企画課 企画係 「地域おこし協力隊」担当 宛 



●選考プロセス 

◇第１次選考（書類選考） 

 ・応募用紙をもとに書類選考を行います。選考結果は応募者全員に文書にて送付

します。 

 ◇第２次選考（面接等） 

・第１次選考合格者を対象に面接を行います。日時等は、第１次選考結果通知の

際にお知らせします。 

（交通費は応募者負担となります） 

 ・面接後、合否結果を通知します。 

備 考 ・遊佐町長が、「遊佐町地域おこし協力隊」隊員として委嘱します。 

・隊員と町および関係団体との雇用関係はありませんが、町が業務の相談や協議の

窓口となります。 

・本町の自然環境や行政に関する事、本町での生活に関する事、採用になった場合

の活動開始日時や住まいに関する事等、ご不明な点がありましたら本町役場企画

課企画係までお問い合わせください。 

・本町での隊員の活動状況、隊員の暮らしに関心をお持ちの方は、隊員製作ＨＰ「来

ちゃいなよ。ゆざまち」をご覧ください。 

○協力隊ＨＰ「来ちゃいなよ。ゆざまち」⇒http://yuzamachi.com/ 

お問い合

わせ 

・山形県遊佐町企画課企画係 

〒９９９－８３０１ 山形県飽海郡遊佐町遊佐字舞鶴２１１ 

TEL：０２３４‐７２‐４５２３（直通） 

FAX：０２３４‐７２‐３３１５ 

E-mail：kikaku@town.yuza.lg.jp 

 

mailto:kikaku@town.yuza.lg.jp

