
秋田県地域おこし協力隊 募集・マッチングイベント

ローカル発が持つ価値
～地域発、海外まで活性化させたヒーローの話～

株式会社正義の味方
代表取締役

1969年生まれ、前田日明氏率いる格闘プロレス団体「U.W.F.」に入
団するも練習中の事故で瀕死の重傷を負う。その後2000年に、有限
会社エフツーゾーンを設立。にかほ市金浦に本格的ジムスポーツジム
エフツーゾーン開設。アクション指導、ヒーロープロデュース、キャラク
ター制作を行う。
その後オリジナルアトラクションショ―を運営する株式会社正義の味
方を設立。超神ネイガーショ―を始め地域密着型ヒーローショ―が話
題となり、沖縄の琉神マブヤー、新潟、東北各県のご当地ヒーローをプ
ロデュース。著書にWAVE出版「超神ネイガーを作った男」がある。
2016年タイで「ミライガーT1」の放送を実現させる。

海老名　保 さん

セミナー トークセッション

ホントのとこ、どうなのQ＆A
～卒業したから何でも答えます。協力隊OBの話～

100人以上を移住へと導いた
熱狂的なアウトドア人

新しい概念の村おこしと
地域教育の創出人

NPO法人かづのclassy理事長
月と山社  代表

木 村  芳 兼 さん

一般社団法人ドチャベンジャーズ
代表理事

柳 澤　龍 さん

1978年生まれ、神奈川県出身。文化服装学院服飾専門課程服装科卒業。2015年
に秋田県鹿角市へ移住し、地域おこし協力隊・鹿角市移住コンシェルジュに着任。
協力隊時代にNPO法人かづのclassyを立ち上げ、移住希望者と地域を結び支える
活動を続ける。編集・デザインのサポートをする「月と山社」を開業。2018年4月か
ら、社会福祉法人愛生会に本部CCOとしてブランディングを担当し「新しい福祉の
あり方」に挑戦している。

1986年生まれ、東京都出身。ＩＴ企業を経て2014年五城目町地域おこし協力隊に
着任。地域の一次産業や伝統産業を未来へ繋ぐための取組に従事。全国の“村民”
が古民家をシェアする「シェアビレッジプロジェクト」の立ち上げや高齢化する社
会のあり方をデザインする「AkitaAgeLab」の設立にも参画。高校生と地域の未来
を描くソーシャルラボ、秋田公立美術大学アートマネジメント育成プログラムの地
域コーディネーターを担当。

【会　　場】 移住・交流情報ガーデン 東京都中央区京橋1丁目1-6 越前屋ビル1F

【お問合せ】 TEL.018-863-8637 
秋田県事業受託  エポックコミュニケーションズ内 担当 荒谷

2019

開  

催 11 22 金

18:20～21:00【時　　間】

【定    員】

（受付開始18：00）

【申 込 先】 秋田県地域おこし協力隊  募集・マッチングイベント
オフィシャルサイト  akita-chiiki.com
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協力隊って

「ご当地ヒーロー」「アウトドア」「古民家再生」「教育」。
秋田には地域ならではのユニークなコンテンツで地域活性化に取り組む方々がたくさんいます。

その中でもパイオニアの方と、地域を盛り上げたいと考えている市町村が集まる一夜限りの熱い夜。
秋田だからこその「地域おこし」に出会えます。

ご当地ヒーローの火付け役！

地域活性化の

地域おこしのパイオニアが伝授する

えびな　　　　　       たもつ

やなぎさわ　           りゅう

きむら　　　     よしかね

参加無料

●主 催 / 秋田県　●共 催 / 鹿角市・北秋田市・にかほ市・上小阿仁村・八峰町・大潟村

30名※事前申込制

都市地域から過疎地域に移住し、一定期間、
地域に居住して「地域協力活動」を行いながら、

その地域への定住・定着を図る取組です。

　各自治体によって異なります。秋田県内では、
17市町村62名の先輩隊員が活動しています

（2019年7月1日時点）。

　採用から１年間、
最大３年間まで更新が可能です。

【活動期間は？】【地域おこし協力隊とは？】 【活動内容は？】

JR ： 東京駅（八重洲中央口）より 徒歩4分 ／ 地下鉄 ： 東京メトロ銀座線 京橋駅より 徒歩5分

東京メトロ銀座線・東京メトロ東西線・都営浅草線 ： 日本橋駅より 徒歩9分
アクセス

（C）Neiger Project,
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参加市町村
募集内容

鹿角市
かづのし

・移住相談、移住に関する情報発信（フェア、SNS等）
・移住体験企画立案　・空家データバンク対応
・移住後のサポート等

好奇心旺盛で、

人と話すのが好き

自然、温泉、お祭りなどの伝統文化、

田舎暮らしに興味がある

【募集人数】　2名

【必要免許】　普通自動車免許

【応募条件】　鹿角市出身以外、40歳以下

移住コンシェルジュ

募集職種

募集職種

募集職種

募集職種

活動内容

活動内容

活動内容

活動内容

こんな方に
ピッタリ！

いろいろな方と知り合えて

応援してもらえる

やりがいのあるお仕事です！

・地域資源を活用した、観光振興の企画立案実施
・観光情報の発信

・移住相談、移住に関する情報発信（フェア、SNS等）
・移住体験の企画やアテンド等

マタギやどぶろくなど

地域文化に興味がある

人とコミュニケーションを

取ることが好き

【募集人数】　3名 ・観光部門2名

                          ・移住部門1名

【必要免許】　普通自動車免許

【応募条件】　20歳以上

                    ※移住コーディネーターは
                             45歳未満

① 観光コーディネーター   

② 移住コーディネーター

こんな方に
ピッタリ！

ここにしかない魅力的な

文化や資源を活かした

活動ができます！

・移住相談、移住に関する情報発信（フェア、SNS等）
・移住希望者向けイベントの企画、運営、実施等

イベント企画が得意で、

人との交流が大好き

何にでも興味を持ち、

その良さを他の人に伝えたい

【募集人数】　1名

【必要免許】　普通自動車免許

【応募条件】　20～40歳未満

 移住リエゾン

こんな方に
ピッタリ！

・移住体験ツアーなどの企画・運営
・地域の祭りなどの魅力を情報発信
・アートイベントでの作家や関係各所との調整

地元ならではの行事に

参加してPRしたい

イベント企画やアートに

興味がある

【募集人数】　2名

【必要免許】　普通自動車免許

【応募条件】　20歳以上

関係人口コーディネーター

こんな方に
ピッタリ！

・移住相談、移住に関する情報発信（フェア、SNS等）
・ジオパークツアーやイベント、関連グッズの企画
・住民や子供たちへのジオパークの保全活用啓発

写真や動画の

撮影・編集が好き

ジオパークやガイド業務に

興味がある

【募集人数】　2名

【必要免許】　普通自動車免許

【応募条件】　年齢不問

① 移住コンシェルジュ

② 八峰白神ジオパークガイド

こんな方に
ピッタリ！

鳥海山と日本海に囲まれた

コンパクトシティには、

伝えたい魅力がいっぱい！

世界自然遺産「白神山地」と日本海に

囲まれた自然豊かな八峰町には

魅力がたっぷりです。

・特産品を活用した新商品の開発
・産直センターの広報活動
・移住相談、出会い結婚支援イベント企画
・障がい者の方の農業での場の活躍サポート
・文化/アートを切り口としたイベント企画

商品開発に興味がある、
広報・販促活動の
経験がある

地域福祉やアートでの

地域おこしに興味がある

【募集人数】　4名（各部門1名ずつ）

【必要免許】　普通自動車免許
※４については一定の地域福祉の知識

【応募条件】　年齢不問

① 商品開発/産直センター広報

② 婚活イベントプランナー／若者活動支援

③ 農福連携ディレクター   

④ 芸術・文化プランナー

募集職種

こんな方に
ピッタリ！

参加

市町村

参加

市町村

参加

市町村 にかほ市
にかほし

参加

市町村

はっぽうちょう

八峰町

北秋田市
きたあきたし

募集職種

活動内容

募集職種

活動内容

参加

市町村

参加

市町村

上小阿仁村
かみこあにむら

大潟村
おおがたむら

※各市町村とも採用確定次第、募集締切となります。

プランナーやアートコミュニケーター

として活躍できます！

なんといっても

農業や自然が魅力的！

①

②

各市町村や

活動内容の

魅力については

こちらから！

https://akita-chiiki.com/


