
曽於市地域おこし協力隊募集要項 

 

地域説明 

曽於市は，平成 17 年 7 月 1 日，曽於郡大隅町，財部町及び末吉町の３町が合併し

て誕生した，総人口 36,000 人，総面積 390.11 平方㎞のまちです。鹿児島県の東部を

形成する大隅半島の北部に位置し，東は志布志市，南は鹿屋市，西は霧島市，北は都

城市と接し，宮崎県との県境に位置しています。 

 曽於市の基幹産業は農畜産業です。肥沃で広大な台地で栽培される，茶，ゆず，弥

五郎スイカ，弥五郎白菜，ネギの品質は高く，また，畜産については，高品質の鹿児

島黒牛，黒豚の生産を拡大し，ブランド化をすすめています。 

 市内には，パワースポットとして人気の溝ノ口洞穴や悠久の森，桐原の滝等の観光

地，約 900 年の伝統を持つ鹿児島県下三大祭りの一つ「弥五郎どん祭り」，「住吉神社

の流鏑馬」，「熊野神社の鬼追い祭り」等の伝統行事があります。 

 緑，みどり，ミドリのまちですが，生活するには便利なまちです。 

 また，現在，曽於市では２人の地域おこし協力隊員が精力的に活動しています。 

 

１ 雇用関係 

有り 曽於市特別職非常勤職員 

※2020 年度(平成 32 年度)以降変更予定 

 

２ 業務概要 

 ⑴ 曽於市 Web クリエイター業務 

  【ミッション】曽於市の魅力を ICT 技術を用いて内外に発信し，知名度の向上を図

る。 

 ・曽於市の魅力を発信し，知名度の向上を図り，活性化させる業務 

 ・曽於市の WEB ページの全体的な管理と，稼げる WEB ページの構築 

 ・曽於市及び公的団体の持つ Web ページに全体的な統一感を作る業務 

 ・曽於市の行事，イベント（市役所の業務含む）を随時 PR する。 

 ・Web を用いた動画発信等の業務。動画視聴サイト等へ曽於市の情報を随時発信す

る。 

 ・基幹産業の農畜産業や観光産業等の魅力を，専用チャンネルを確立し PR する。 

 ・市役所各課と協業し，曽於市の魅力発信に繋がる様々な企画を立案し，実施運営 

を図る。 

 ・地域に根差した活動を通して，未だ認識されていない魅力を発見し PR する。 

 ・Facebook,Twitter,ブログ等の SNS を活用した地域情報や活動状況の情報発信 

 ◎勤務地：曽於市役所 企画課 総合 PR 係 所属 

 ◎任期終了後のイメージ：稼げる WEB の運営者，情報発信のコンサルタント 



 

 ⑵ 曽於市コンテンツクリエイター業務 

 【ミッション】都市部と地域をつなぎ，地域の活性化を支援し，公共施設を活用し

たコンテンツを企画運営し，交流人口の拡大を推進すること。 

 ≪主となる業務≫ 

・曽於市にある公共施設等を活用した都市部等の住人と地域との交流を目的とす

る事業の企画立案・実施業務 

・交流人口の拡大を目的とした事業の企画立案・実施業務 

・都市部からの誘客に結びつく事業の企画立案・実施業務 

・移住定住支援業務の企画立案・実施業務 

≪その他の業務≫ 

・地域資源の発掘及び活用による振興活動 

・地域間交流及び他地域からの移住促進に関する活動 

・地域にある公的施設等の活用に関する活動 

・宿泊施設の誘致に関する活動 

・グランピング施設の誘致 

・大川原峡キャンプ場の更なる活用方法の検討 

・ICT を活用した PR 

・コミュニティの維持に関する活動 

・住民の生活支援に関する活動。 

 ・Facebook,Twitter,ブログ等の SNS を活用した地域情報や活動状況の情報発信 

  ◎勤務地：たからべ森の学校 （曽於市役所 企画課 企業誘致推進係所属） 

  ◎任期終了後のイメージ：地域資源を活用した起業，NPO 法人の立上げ・運営 

 

 ⑶ 曽於市地域の英語力育成業務 

 【ミッション】英会話能力向上会議等を催し，市民の英語力を高め，外国人とのコ

ミュニケーション能力を高めること。 

 ≪主となる業務≫ 

 ・地域の英語力を高める活動 

 ・英語教育を実施している市民協議会の設置 

 ・市内在住外国人向け交流事業 

 ・住民向け英会話教室の開催 

 ・幼稚園，保育園，認定こども園等での英会話教室の開催 

 ・民間事業者との協業での小中高校生向けの英語塾の開設 

 ・観光パンフレット等の英語版の作成 

 ・外国人観光客との交流拡大 

 ・英語での情報発信 

 ・Facebook,Twitter,ブログ等の SNS を活用した地域情報や活動状況の情報発信 



  ◎勤務地：曽於市役所 企画課 定住推進係 所属 

  ◎任期終了後のイメージ：語学力を活かした起業，英会話教室の開設 

 

３ 募集対象 

⑴ 年齢 20 歳以上おおむね 45 歳以下 男女不問 

⑵ 三大都市圏，政令指定都市，都市地域，又はそれ以外の条件不利地域のうち一

部条件不利区域以外の区域の在住の方 

⑶ 普通自動車運転免許証を取得しており，できれば自動車若しくはバイクを有し

ている方(購入予定可) 

⑷ Word，Excel，インターネットの基本的なパソコン操作ができる方 

⑸ 地域になじみ，心身ともに健康で，地域住民と協力しながら地域活動に取り組

める方 

⑹ 活動終了後，起業・就業し，定住する意欲のある方 

⑺ 活動期間中，曽於市に居住し，住民票を異動できる方 

 

４ 求める人物像 

 ⑴ 曽於市 Web クリエイター業務 

ア ICT，情報発信業務に詳しい方 

イ PR，広告に関する業務（マスコミ，広告，旅行業界，大企業等の広報・PR 部 

門等の経験者なお可） 

ウ 地域課題を情報発信で解決することに興味がある方 

  

 ⑵ 曽於市コンテンツクリエイター業務 

  ア 地域支援活動に興味がある方 

イ 自ら地域課題を抽出し，解決することができる方 

  ウ 企画，イベントを立案し，実施したことがある方 

  エ 旅行代理店等の観光業務従事経験者 

  オ DIY に興味がある方 

  カ 明るく社交的で，発想力豊かな方 

  キ PR,情報発信できる方 

 

 ⑶ 曽於市地域の英語力育成業務 

  ア 未就学児，児童生徒，教育現場，地域住民との関わりを積極的に行える方 

  イ 英語に堪能な方（英検準 1級等の資格がなお可） 

ウ 英語指導経験のある方，学校や塾での学習指導経験のある方 

 

５ 募集人数 

⑴ 曽於市 Web クリエイター業務  １人 



⑵ 曽於市コンテンツクリエイター業務  １人 

 ⑶ 曽於市地域の英語力育成事業  １人 

   合計 ３人 

 

６ 勤務地 

⑴ 曽於市 Web クリエイター業務  曽於市役所 企画課 

⑵ 曽於市コンテンツクリエイター業務  たからべ森の学校（旧財部北中学校） 

 ⑶ 曽於市地域の英語力育成業務  曽於市役所 企画課 

 

７ 勤務日数・時間 

 ⑴ １年目 

月 20 日程度の勤務 

基本勤務時間は 8時 30 分から 17 時 15 分（1日 7時間 45 分） 

ただし，必要に応じて時間外及び休日活動（土日祝勤務）を行うことがあります。 

  

 ⑵ ２年目 

  月 18 日勤務 

基本勤務時間は 8時 30 分から 17 時 15 分（1日 7時間 45 分） 

ただし，必要に応じて時間外及び休日活動（土日祝勤務）を行うことがあります。 

 

 ⑶ ３年目 

  月 15 日勤務 

  基本勤務時間は 8時 30 分から 17 時 15 分（1日 7時間 45 分） 

勤務状況に応じて，フレックスタイム制の選択も可能ですが，個別に判断します。 

 

８ 雇用形態 

曽於市非常勤職員（2020 年度以降変更予定） 

 

９ 雇用期間 

平成 31 年４月１日から平成 32 年３月 31 日までの１年間 

活動実績により 長３年間採用します。 

雇用開始日は相談に応じます。（前職の雇用期間等を考慮します。） 

 

10 給与・賃金 

１年目  報酬 月額 170,000 円 

２年目  報酬 月額 180,000 円 

３年目  報酬 月額 180,000 円 

 



11 待遇・福利厚生 

⑴ 社会保険（健康保険・厚生年金）・労働保険（雇用保険・労災保険）に加入しま

す。 

⑵ 住居は市が契約し，市が家賃を月額 45,000 円まで負担します。 

⑶ タブレット端末等は市が準備します。 

⑷ 勤務用のパソコンは市が準備します。 

⑸ 活動に関する経費（実費）は必要に応じ支給します。 

⑹ 休日・休暇は，週休２日となります。その他有給休暇制度・特別休暇制度があ

ります。 

※休日は活動内容に応じ，調整する場合があります。その際は振替対応です。 

※休暇は曽於市非常勤職員の任用に関する規則に準じます。 

 

12 申込期間 

平成 31 年１月 11 日(金)～平成 31 年２月 18 日(月)まで  

※ただし，応募状況によって，定員を満たした場合は募集期間前に締め切らせて

いただくこともありますのでご了承ください。 

 

13 提出書類 

⑴ 曽於市地域おこし協力隊申込書（指定書式） 

⑵ 履歴書（書式は任意）に写真を貼付してあるもの 

  ※写真は 近 6か月以内に撮影した正面向き，脱帽，上半身のものを必ず貼付 

  ※応募書類は返却しません。また，提出された個人情報については本公募のみに

使用し，その他の用途には使用しません。 

 ⑶ 応募方法 

  郵送，持参又は電子メールにより提出（下記問い合わせ先まで） 

 

14 選考プロセス 

⑴ 第 1次選考（書類選考） 

曽於市地域おこし協力隊申込書及び履歴書をもとに書類選考を行います。 

⑵ 第 2次選考（面接） 

第 1次選考合格者を対象に曽於市役所にて面接を行います。詳細については，対

象者に別途連絡いたします。(航空機等の交通費については，２万円を上限に実

費額を補助します。) 

⑶ 終結果 

終結果は，電話又は文書で対象者に通知します。 

  

15 予定選考スケジュール 

  第１次選考発表予定日  ２/25 



  第 2 次選考日 ２月末～３月上旬 

  第 2 次選考発表予定日 ３月上旬 

  勤務開始日 ４/１（雇用開始日は前職の雇用期間を考慮します。） 

 

15 参考 URL 

曽於市役所ホームページ 

http://www.city.soo.lg.jp/ 

 

16 お問い合わせ先 

〒899-8692 鹿児島県曽於市末吉町二之方 1980 番地 

鹿児島県曽於市役所 企画課 地域創生推進室 定住推進係 担当：大髙 

電話：0986-76-8802 Fax：0986-76-1122 E-mail:kikaku@city.soo.lg.jp 

 

 

 

 

 


