
 

    

   

 

  

令和３年度奈良市地域おこし協力隊 

募集要項 

（奈良市東部地域） 



 

奈良市地域おこし協力隊 募集要項 

 

里山暮らし、はじめませんか？ 
～奈良公園から車で約３０分、大阪から約１時間の里山での生活～ 

１ 趣旨 

 奈良市東部地域は東大寺や春日大社など古都奈良の世界遺産の東側に位置し、豊かな自然環境と、

歴史・文化遺産が共存する地域です。また、米や茶などの農産物の生産地でもあり、田園や茶畑など

により彩られた里山風景がひろがっています。一方、全国の中山間地と同様に、人口流出、高齢化等

に伴い、地域活動の担い手が減少し、将来的に地域コミュニティが維持できなくなる可能性がありま

す。また、農林業の衰退により、耕作放棄地が増加し里山環境の荒廃が危ぶまれています。 

 そこで、こうした様々な課題に向き合いながら、豊かな地域資源を活用し、地域の方々と一緒にな

って地域づくりを行い、また、地域の未来を担っていく人材として、地域おこし協力隊を募集します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 募集人員 

 地域おこし協力隊員 ２名 

 

３ 活動地域 

  奈良市東部地域における田原地区・柳生地区・大柳生地区・東里地区・狭川地区を中心に、月ヶ

瀬地区及び都 地域を含む。 

 

４ 活動内容 

【Ａ～Ｇ共通活動】 

（１） 地域コミュニティ再生・維持・活性化につながる活動 

（２） 地域行事の支援・共同作業・イベント作業などの活動 

（３） 市が指定する事業への従事及び支援 

（４） 地域住民への活動報告（広報誌の制作・発行等） 

 

 

狭川 田園風景 柳生 一刀石 



【活動ミッション一覧】 

※活動内容は下記ミッションの選択方式です。（複数選択可） 

任用後は選択したミッションに沿った協力隊活動をしていただきます。 

 

Ａ『 地域の高齢者の見守り活動 』 

 

 

 

 

 

《 退任後に考えられる活動イメージ（例） 》 

  福祉関連事業への従事、交通弱者へのサポート事業やその他事業の立ち上げ など 

 

  Ｂ『 大和高原野菜等の栽培及び PR活動 』 

  

 

 

 

 

 

《 退任後に考えられる活動イメージ（例） 》 

  新規就農、“半農半Ｘ（エックス）”、販売店・レストラン・給食などへの食材提供 など 

 

 Ｃ『 奈良市東部地域の観光素材強化及び新しい“魅力”の開発活動 』 

 

  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

《 退任後に考えられる活動イメージ（例） 》 

   民泊事業、奈良市東部地域の観光アドバイザー、地域の観光関連産業 など 

 

 

 

 

（１）生活支援コーディネーター、地区社会福祉協議会との協業 

（２）既存の地域見守り活動への参加、勧誘 

（３）体操教室など健康促進活動の企画・開催 

（４）“しゃべりの場”の提供 

（１） 自身での大和高原野菜等の栽培・販路開拓・商品開発 

（２） 大和高原野菜等の PRイベントの企画・実施 

（３） 地域の有害鳥獣対策のサポート（柵の設置、対策検討等） 

（４） 棚田等の地域資源を活用した振興施策との連携 

（１） 奈良さとやま民泊事業（※）の協働 

（２） 地域イベントのサポート 

（３） 着地型・体験型観光プログラムの造成・運営 

（４） 奈良市東部地域の“魅力”ＰＲイベントを企画・開催 

（５） 住宅宿泊事業法に基づく民泊事業の推進 

※奈良さとやま民泊 

奈良市の東部地域（田原、柳生、大柳生、東里、狭川、月ヶ瀬、都 ）において、 

里山を体感することができる体験型観光全般を指す広義の言葉で、奈良市の造語です。 

奈良市東部出張所では、こちらの事業を推進しております。 



Ｄ『 ＳＮＳ等を利用した地域の魅力発信活動 』 

  

 

 

 

 

 

《 退任後に考えられる活動イメージ（例） 》 

 奈良市東部地域のアンテナショップ、Youtuber、奈良市東部地域ＰＲイベント事業 など 

 

Ｅ『 空き家対策・移住定住促進活動 』 

 

 

 

  

 

 

《 退任後に考えられる活動イメージ（例） 》 

  空き家を活用した宿泊事業、移住促進事業 など 

 

 Ｆ『 奈良市東部地域産の食材ＰＲと販路拡大活動 』 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

《 退任後に考えられる活動イメージ（例） 》 

  新しい手法での卸売販売、奈良市東部地域のアンテナショップ、奈良市東部地域の食材を使っ

たレストラン など 

 

 

 

 

 

（１） 地域イベントのサポート 

（２） 地域の魅力（観光分野に限らず全般）を地域外へ向けての広報 

（３） イベント情報、地域の話題などの取材・発信 

（４） 関係機関への情報提供 

（１） 空き家所有者と利用希望者とのマッチング 

 （空き家コンシェルジュと協働） 

（２） 空き家の掘り起こし及び空き家利活用の啓発 

（３） 奈良市東部地域への移住希望者の相談受付 

 

（１） Ｔｏｂｕ高原マルシェ（※）の従事（野菜・調理法の説明等） 

（２） ＳＮＳを活用した農産物等の“魅力”発信 

（３） 農産物等を使ったレシピの発信・実演 

（４） 奈良市東部地域の各農産物直売所との連携 

（５） オンラインショップ等の新しい販売方法の開設検討 

（６） 販売店・レストラン等への販路を模索 

※Tobu高原マルシェ 

奈良市の市街地において実施している、出張販売イベントです。奈良市東部地域の 

農産物直売所が出展し、新鮮な農産物や加工品の販売を通して奈良市東部地域の 

食材の”魅力”を伝えています。 



  Ｇ 『 その他 』 

 

 

 

 《 退任後に考えられる活動イメージ（例） 》 

   ３年間の活動で得られたスキルや経験を活かして、奈良市東部地域での起業・就業・定住など 

 

５ 募集対象 

下記の（１）～（１１）全ての要件を満たす方 

（１） 次のいずれかに該当する方 

（ア） 現在、３大都市圏をはじめとする都市地域等（※）に在住しており、奈良市地域おこし

協力隊に採用後は生活の拠点を奈良市東部地域へ移し、住民票を異動させることが可能

な方（奈良市内に住民票がある方は対象外） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（イ） ２年以上３年以内の地域おこし協力隊経験を有し、かつ、地域おこし協力隊の退任の日

から１年以内の方 

（２） 令和３年４月１日現在で、年齢２０歳以上の方（性別は問いません。） 

（３） 地域活性化や地域ブランドの発掘に意欲があり、地域住民と積極的にコミュニケーションを

図れる方 

（４） 任期満了後も奈良市東部地域に定住する意志のある方 

（５） 普通自動車運転免許を有する方で、自家用車等（バイク可）の持ち込みが可能な方（ペーパ

ードライバーではない） 

（６） 一般的なパソコン（ワード・エクセル・インターネット等）の操作及びＳＮＳ等を活用した

情報発信ができる方で、自身のパソコンの持ち込みが可能な方 

（７） 心身ともに健康で、誠実に職務を行うことができる方 

（８） 活動に際して、市の条例及び規則等を遵守し、職務命令等に従うことのできる方 

（９） 土日及び祝日の行事参加や夜間の会議など、不規則な勤務に対応できる方 

（１０） 転入後の居住する地域行事等に、地域住民として積極的に参加できる方 

（１１） 地方公務員法第 16条の欠格条項に該当しない方 

 

 

 

隊員自身のスキルや今までの経験を活かし、奈良市東部地域で実現したいことに

ついて取り組む地域活性化（貢献）活動。 

※都市地域等（３大都市圏内の「条件不利地域」に該当しない地域、政令指定都市） 

【３大都市圏】・・・埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、岐阜県、愛知県、三重県、京都府、大阪府、 

兵庫県及び奈良県の全区域 

【条件不利地域】・・・次の（1）から（7）のいずれかに該当する地域 

（1）過疎地域自立促進特別措置法（みなし過疎、一部過疎を含む）、（2）山村振興法 （3）離島振興法、 

（4）半島振興法、（5）奄美群島振興開発特別措置法、（6）小笠原諸島振興開発特別措置法、（7）沖縄振

興特別措置法 

【政令指定都市】・・・札幌市、仙台市、新潟市、さいたま市、千葉市、横浜市、相模原市、川崎市、静岡

市、浜松市、名古屋市、大阪市、堺市、神戸市 、京都市、岡山市、広島市、 北九州市、福岡市、熊本市 



 

 

 

 

 

 

 

 

６ 休日・勤務時間・活動日 

＜休日＞ 

・原則、水・土・日・祝日 

・年次有給休暇あり 

＜勤務時間・活動日＞ 

  勤務時間：8：30～17：15（休憩時間 12：00～13：00） 

活動日 ：１か月間の勤務日数を概ね 16 日（１週間４日間勤務程度で概ね 29 時間）とし、

その範囲内で勤務日数及び時間を調整させていただきます。なお、活動内容により

時間外労働時間や休日に勤務した場合は、休日を振り替えて対応します。 

  

７ 雇用形態・期間 

（１） 会計年度任用職員として、奈良市地域おこし協力隊設置要領に基づき市長が任用します。 

ただし、地方公務員法第 22 条及び第 22条の 2第 7項の規定に基づき、採用は全て条件付の

ものとし、採用後 1 か月間を良好な成績で勤務した時に会計年度任用職員として正式採用と

なります。 

※兼業を希望する場合は相談に応じます。（勤務時間外で目的、内容が協力隊業務に支障がな

いものに限ります。要届出。） 

（２） 期間は、任用の日（令和 3年 9月 1日予定）から令和 4年 3月 31日までとし、それ以降につ

いては、活動内容や実績により１年間毎に任用期間を更新し、期間を延長できるものとします。 

 

８ 勤務場所 

奈良市東部地域 

執務場所は、奈良市東部出張所内（奈良市大柳生町 4735） 

 

９ 報酬等 

月額   183,900円（税、雇用保険料等の本人負担分が控除されます） 

期末手当 支給あり （※ただし、在職期間によって支給率は変動します。） 

   通勤手当 片道 2km以上支給あり 

   その他  各種手当（時間外手当、退職手当等）は支給しません。 

 

１０ 待遇及び福利厚生 

（１） 社会保険（健康保険、介護保険料、厚生年金保険料）・雇用保険に加入していただきます。 

（２） 活動期間中の住居は奈良市で用意します。一部、自己負担が発生する場合があります。 

地方公務員法抜粋 

 （欠格条項） 

 第 16条 次の各号のいずれかに該当する者は、条例で定める場合を除くほか、職員となり、又は競争試験若しくは選考を受

けることができない。 

  １ 成年被後見人又は被保佐人 

  ２ 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることができなくなるまでの者 

  ３ 該当地方公共団体において懲戒免職の処分を受け、該当処分の日から２年を経過しない者 

  ４ 人事委員会又は公平委員会の委員の職にあって、第 60条から第 63条までに規定する罪を犯し刑に処せられた者 

  ５ 日本国憲法施行の日以後において日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他

の団体を結成し、又はこれに加入した者 



（３） 活動に使用する車両は、原則市の公用車とします。※他隊員との共同利用 

   （日常の生活や通勤の移動手段として、自家用車等（バイク可）の持込みを お願いします。） 

（４） 引越しに必要な経費、住宅に係る光熱水費、電話通信費、活動期間中の生活に必要な備品、

自治会費等は隊員自己負担となります。 

 

１１ 応募手続 

（１） 応募受付期間及び応募方法 

令和 3年 6月 11日から令和 3年 7月 9日まで。郵便のみ。（当日消印有効） 

なお提出書類は返却しません。  

（２） 提出書類 

① 応募用紙（レポート含む）※市ホームページよりダウンロードしてください 

② 住民票 

③ 運転免許証の写し 

 

レポートテーマ  

★『 地域おこし協力隊の隊員として、自身が培ってきた技術や経験を活かし、どのように奈良

市東部地域へ貢献していきたいか』  （Ａ４用紙で１０００文字程度。書式自由、ワープロ可） 

 

    ※ 応募用紙「６．希望するミッション」で選択したミッションに沿って、具体的にお書き

ください。（ミッションを複数選択した場合は、それぞれのミッションについてお書きく

ださい。） 

※ 退任後の定住に向けた取組目標について考えているビジョンについてもお書きください。 

 

１２ 選考（予定） 

（１） 第 1次選考（7月上旬） 

提出していただいた書類により選考します。結果は 7 月中旬に応募者全員に応募用紙記載の

現住所へ郵送により通知します。 

（２） 第 2次選考（7月下旬） 

第 1 次選考合格者を対象に奈良市内で面接等を行います。第 2次選考の日程等詳細につきま

しては第 1 次選考結果の通知の際にお知らせします。なお、第 2 次選考に要する交通費等は

応募者の負担とします。 

（３） 最終選考結果の報告（8月上旬） 

最終選考結果は、第 2次選考者全員に応募用紙記載の現住所へ郵送により通知します。 

  

 １３ 提出先・お問い合わせ 

   奈良市役所市民部東部出張所 振興係 

担当：塚本・鈴木・沼田 

〒630-1242 奈良市大柳生町４７３５番地 

メール：toububr@city.nara.lg.jp 

電話 0742-93-0001 FAX0742-93-0061 


