
薩摩川内市地域おこし協力隊募集要項 
～求む！澄んだ空気好き いなか好き 島好き タウカン好き いも焼酎好き～ 

 
 

 

 

 

 

 

地域おこし協力隊 活躍中！ 

鹿児島県薩摩川内市では、「ぽっちゃん計画※」として平成２５年度から地域おこし協力隊が市内５つ

の地区で活動しており、地域資源を生かした旅・食・品の商品開発に努めています。 

協力隊員が開発した商品は、地元販売だけではなく、(株)薩摩川内市観光物産協会と連携した物産展

やインターネット販売、ＡＮＡと協力した都市部での販売などにより、販路の確保や商品の磨き上げなど

を行い、平成２６年度までに約２００商品を開発、総売上は２千万円を越え地域活性化に寄与しています。 

また、全国放送のテレビや新聞など各種メディアでも多数取り上げられ、注目を集めているところです。 

今年度、現在活動している隊員９名中８名が、平成２８年３月に任期満了を迎えることに加え、更な

る地域の活性化を図るため、５地域から市内１０地域・地区に拡充し、１９名の地域おこし協力隊を募

集します。 

※ぽっちゃん計画とは？ 

地域おこし協力隊員と地域の「幸せ」を実現する本市独自のプロジェクト。大都市部の若者を当該

地域に受け入れて地域住民と一緒に旅・食・品に関する商品開発や地域課題の解決に取り組む。ぽっ

ちゃんとは、石を水面に「ぽっちゃん」と投げ入れると、波紋が広がって行く様子から名付けた。 

 
 
■薩摩川内市ホームページ          URL http://www.city.satsumasendai.lg.jp/ 
■薩摩川内市地域おこし協力隊活動ブログ   URL http://ss-pochan.tumblr.com/ 

 

薩摩川内市ってどんなところ？ 

鹿児島県の北西部に位置し、本土区域と上甑島・中甑島・下甑島で形成される甑島区域で構成されて

います。 

東シナ海に面した変化に富む白砂青松の海岸線、市街部を悠々と流れる一級河川「川内川」、藺牟田池

をはじめとするみどり豊かな山々や湖、地形の変化の美しい甑島、各地の温泉など、多種多様な自然環

境を有しています。本市が有するこれらの多彩で美しい自然環境は、川内川流域県立自

然公園、藺牟田池県立自然公園、甑島国定公園に指定され、人々に親しまれています。 

新幹線が停車するＪＲ川内駅には、博多駅から最短１時間１２分、新大阪駅から最短

３時間５０分で到着し、都市圏からもアクセスしやすくなっています。 

■総面積：682.94km2 (※平成 27年 3月 6日国土地理院発表、県内最大) 

■総人口：99,589人(平成 22年国勢調査) 

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


活動内容と勤務地域のご紹介 

◆◇◆市比野地域◆◇◆ 

ＪＲ川内駅から車で約２５分の市比野温泉は、江戸時代から大衆のための湯治場として栄えた歴史を

持ち、薩摩藩主島津光久がこの近くで猟を楽しんでいたところ、いで湯を発見し「これぞ天下の名泉」

とばかりに、近郷の人々が多く利用できるよう、早急に湯治場を作らせたといわれています。市比野川

沿いの田園地帯に湧く温泉地で、美人湯としても知られ、観光客も多く訪れています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆◇◆入来地域◆◇◆ 

ＪＲ川内駅から車で約３０分の入来町は、７００年の歴史を持ち大久保利通も訪れたといわれている

入来温泉と重要伝統的建造物群保存地区であり、国の重要文化財である旧増田家住宅がある武家屋敷群

など多くの史跡を持ち、「温泉と歴史の町」として知られています。また、７００年前より踊り継がれて

いる天の岩戸神話を演じた入来神舞が奉納される大宮神社などがあります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆◇◆上甑島地域◆◇◆ 

川内港ターミナルから高速船で５０分の上甑島には、トンボロと呼ばれる陸と島をつなぐ堆積した地

形や２０１５年３月に国の天然記念物に指定された景勝地の長目の浜、里武家屋敷跡があり、近年では

夏場に若者ア―ティストによる「ＫＯＳＨＩＫＩ ＡＲＴ ＰＲＯＪＥＣＴ」が開催されていました。青

市比野は温泉も素晴らしく、街の方々も人情味 

があり本当に充実した日々を過ごしています。 

私は、地元催事への参加や地元小学生とのコラ

ボ企画、イベント企画、地元の酒造会社からご提供いただいた樽を使用した樽看板

製作などを行いました。私が今まで行ってきた事業は１人でできるものではなく、

地元の方々に協力をもらって成り立つ事業ばかりです。住民の方々は、地域を盛り

上げたいと思っている方々で同じ方向性を向いており、やる気に満ち溢れています。                       

 ―小林隊員(H28.3 任期満了)― 

仕事内容は、まちづくり半分、ものづくり半分。市比野温泉地 

域活性化協議会という民間団体の事務所に机を置き、地域の行事 

や、小学校での出前授業、空き家・空き店舗活用に向けた取り組 

み等を行っています。また、㈱お茶のさくら園さんの「ごぼっ茶 

お」というゴボウと玄米茶のブレンド茶の開発や、地元酒造メー 

カーと地元菓子舗のコラボ商品の開発に携わっています。 

市比野は、レトロな雰囲気のタイルが可愛らしい温泉がいくつもあり、5月には

蛍が舞う、素敵な町です。        ―海木隊員(H28.3 任期満了)― 

私は主に、入来麓武家屋敷群を中心とした観光資源の発掘や活性化、各種体験

プログラムの開発、農家の方々と連携して青空マーケットや農業体験会などの開

催、農産物加工商品の開発などに携わらせていただいています。 

魅力溢れる入来のことをまずはより多くの方に知っていただき、

そして足を運んでいただけるように、日々入来の様々な分野の方々

と交流をしながら、一緒に取り組んでいます。          

 ―宇田川隊員(H28.3 任期満了)― 



い空と海の狭間に揺られて、時がゆっくりと懐かしい時間が流れています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆◇◆下甑島地域◆◇◆ 

川内港ターミナルから高速船で７５分の下甑島は、間近で眺められる迫力ある巨岩や奇岩、ウミネコ

の餌付体験など、自然豊かな地域です。下甑町・鹿島町で受け継がれる年越し行事「トシドン」は、ユ

ネスコ無形文化遺産・国の重要無形民俗文化財に指定されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大学卒業後の海外生活がきっかけで自然の豊かなところで暮 

らしたいと考えるようになり、離島で職探しを開始。甑島の自 

然に魅せられ、上甑島の地域おこし協力隊になりました。 

実際に島での生活がスタートすると不便や不安な部分があり 

ましたが、島民の方たちが助けてくれ、今ではそんな島民のみなさんの優しさや

気遣いが一番の魅力だなと感じています。 

協力隊の活動としては、海の見える段々畑で育てたレモングラスなどのハーブを

加工して商品開発を行っています。    ―江藤隊員(H28.3 任期満了)― 

私は、商品開発や観光案内所に関わる取り組みを行っています。これまで、

地元豆腐屋の山下商店さんから「とうふ屋さんの大豆バター」や、海のみえる

アロエファームさんから、島のアロエを使った「島アロエのハーブソルト」な    

どの島アロエ関連商品、観光ツアー商品として集落散策の「小さな漁港のまち 

あるき」などの開発に携わりました。 

甑島は澄んだ海がとても魅力的で、地域の団結力や若い人 

たちの活気もありとても気に入っています。 

        ―塩田隊員(H28.3 任期満了)― 

私は、主に特産品の開発をメインに活動をしており、島の 

主要産業である漁業の活性化を目的に「たかえび味噌」「え 

びのツケアゲ」等の開発や、椿種の収穫を島のおばちゃんた 

ちに依頼し、「甑島の椿油」の復活にも取り組みました。また、 

島内の「観光サイン」の作成や、子供たちと共に行う「壁画プロジェクト」のイベ

ント企画運営なども行っています。 

島内にある未利用資源を有効的に活用し、島の人のペースで行うことが、長続

きするコツだと活動を通して感じています。―小泉隊員(H28.3 任期満了)― 

私は、これまでに島内バスツアーや玉石アート体験などを実施し、地域の方々

と一緒に島を横断するトレッキングルート「助八古道」の開発や、まちあるきマッ

プの作成などを行いました。普段は観光案内所スタッフとして船の時間にお客様 

の出迎えや見送りをしたり、観光に関するお問合せの対応をした

りもしています。 

甑島は国定公園にもなり以前より注目を集めていますが、まだ

整備された観光地とはいえません。そんな中、限りある地域の人

や資源を活かして、地域の方と一緒に甑島を盛り上げるとてもや

りがいのある仕事だと思います。―関隊員(H28.3 任期満了)― 



◆◇◆向田地域◆◇◆ 

市の中心市街地である向田地区は、その地区の中心に国道３号が通り、九州新幹線川内駅まで徒歩で

行ける場所に位置し、４００年以上続く川内大綱引が行われる歴史ある、いわゆる「町衆」による商店

街が残る地区です。地域内には、薩摩川内市街地温泉があり、地域の人たちや観光客、ビジネスマンに

広く利用されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆◇◆川内高城地域◆◇◆   ※新規受入地区 

 ＪＲ川内駅から車で約３０分の川内高城温泉は、緑豊かな山間の湯田川沿いに数件の温泉宿や共同湯

が軒を並べるひなびた温泉郷で、鎌倉時代の文書にもその名を記されております。かつて薩摩藩主や西

郷隆盛も逗留したことで知られ、「名湯百選」にも選ばれています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

私は、埼玉県から薩摩川内市に来て２年目になりました。 

中心市街地の活性化を担当していますが、活動中に大切にしていることは「外 

から目線」です。そこで“六月灯”という素晴らしい文化を知りま

した。鹿児島独自の文化ですが、よりＰＲできるように、薩摩川内

市オリジナルの六月灯を地元の方と作り、イベントを立ち上げてい

ます。 

今後は、商店街に飾ることで、昔を懐かしむ人、新鮮に感じる人

などを視覚からも楽しませるものにできるように日々動いており

ます。             ―原田隊員(H28年度も継続)― 

これまで、商店街でのイベント企画・運営や、特産

品を使った商品開発、人の魅力を財産に！という思い

から自身の経験を活かし、おもてなし接遇セミナーな

どを行いました。 

街の人たちはとても気さくで親切。ご飯にお呼ばれしたり、お店で気づいた

ら小一時間話したり、なんてこともしばしばです。その中からいつもたくさん

のヒントを頂き、実現できたことも数多くあります。また街中はコンパクトに

まとまっており、温泉にも歩いていけます。楽しく薩摩川内ライフを送ること

ができますよ！             ―服部隊員(H28.3 任期満了)― 

 



◆◇◆西方地区◆◇◆   ※新規受入地区 

ＪＲ川内駅から車で約２５分の西方地区は、薩摩川内市の北西部に位置し、東シナ海と紫尾連

山に囲まれ、テレビドラマ・コマーシャルのロケ地となるなど自然豊かな地区です。 

 また、海水浴場があり夏にはサーフィン大会などが行われ、海水浴客やサーファーなど多

くの方々が訪れています。 

 

                             

 

                

 

 

 

◆◇◆黒木地区◆◇◆   ※新規受入地区 

ＪＲ川内駅から車で約４５分の黒木地区は、地区コミュニティ協議会を中心に各集落や地区住民が

一体となり、産業の振興、教育文化の向上、福祉の充実を図りながら「黒木の里づくり」に

邁進し、発展が図られています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆◇◆手打地区◆◇◆   ※新規受入地区 

川内港ターミナルから高速船で７５分、長浜港から車で約２０分の手打地区は、甑島の最南端に位

置し、東シナ海の大海原と山、豊かな田園に囲まれた地区で、映画「釣りバカ日誌」のロケ

地となった甑島最大の砂浜や歌手森進一の歌「おふくろさん」の歌碑、漫画の原作からテレ

ビ放映もなされた「Dr コトー診療所」のモデルとなった診療所などもあります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



◆◇◆西山地区◆◇◆   ※新規受入地区 

川内港ターミナルから高速船で７５分、長浜港から車で約３０分の西山地区は、鹿児島県西、甑島

列島下甑中心部西側に位置し、東シナ海を展望する地区で、冬は北西の季節風が吹き、夏は

高気圧圏内にあることが多く、風もやさしく、海も穏やかで海水浴、磯遊び、釣りキャンプ、

観光等楽しみを与えてくれます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

上記の４地区（西方、黒木、手打、西山）の詳しい情報など、薩摩川内市市民活動情報サイトをご

参照ください。 

  URL：http://www.community.satsumasendai.jp/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.community.satsumasendai.jp/


雇用関係 あり 薩摩川内市嘱託職員 

業務概要 ★各種組織と連携し、地域資源を活用した商品（旅・食・品）の開発 

（１）市比野（いちひの）地域 

・テーマ／美人の湯 温泉郷の復活 

・デスク／市比野温泉地域活性化協議会事務局（薩摩川内市樋脇町市比野） 

（２）入来（いりき）地域  

・テーマ／サムライのまちの再生  

・デスク／薩摩川内市入来支所（薩摩川内市入来町） ※予定 

（３）上甑島（かみこしきしま）地域 

・テーマ／太古の島から 新たに生み出す 

・デスク／上甑島観光案内所（薩摩川内市里町里） 

（４）下甑島（しもこしきしま）地域 

・テーマ／太古の島から 新たに生み出す 

・デスク／下甑島観光案内所（薩摩川内市下甑町長浜） 

（５）向田（むこうだ）地域 

・テーマ／町衆の誇りの再生と経済の復活 

・デスク／薩摩川内市観光・シティセールス課内 ※予定 

（６）川内高城（せんだいたき）地域 

・テーマ／日本名湯百選川内高城温泉の再生 

・デスク／薩摩川内市川内高城温泉地域内（薩摩川内市湯田町） 

（７）下甑町手打（てうち）地域 

・テーマ／島レストラン開業 

・デスク／手打地区コミュニティ協議会（薩摩川内市下甑町手打） 

（８）下甑町西山（にしやま）地域 

・テーマ／トレッキングと島あそび 

・デスク／西山地区コミュニティ協議会（薩摩川内市下甑町瀬々野浦） 

（１）～（８）地域の共通の活動内容 

 ・地域イベント及び薩摩川内市観光物産協会業務の応援 

・フェイスブック、ブログなどＳＮＳを活用した地域情報や活動状況の情報発信 

・観光案内業務 

 

★地域活性化に向けたアイデア及び実践 

（９）西方（にしかた）地域 

・テーマ／サーファーとまちコラボ 

・デスク／西方地区コミュニティ協議会（薩摩川内市西方町） 

（10）祁答院町黒木（くろき）地域  

・テーマ／田園ソムリエのアイデア  

・デスク／黒木地区コミュニティ協議会（薩摩川内市祁答院町黒木） 

 



（９）・（10）地区の共通の活動内容 

 ・地域イベント等の応援 

・フェイスブック、ブログなどＳＮＳを活用した地域情報や活動状況の情報発信 

募集対象 （１）年齢 20～30代の方 

（２）三大都市圏、都市圏在住の方 

（３）普通自動車運転免許証を取得しており、できれば自動車もしくはバイクを有して

いる方（購入予定可） 

（４）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 

（５）地域になじみ、心身ともに健康で、地域住民とともに地域活動に取り組める方 

（６）活動終了後、起業・就業し、定住する意欲のある方 

募集人数 １９名（市比野地域２名、入来地域２名、上甑島地域２名、下甑島地域２名、向田地域

１名、川内高城地域２名、西方地域２名、黒木地域２名、手打地域２名、西山地域２名） 

勤務地 （１）薩摩川内市市比野地域 

（２）薩摩川内市入来地域 

（３）薩摩川内市上甑島地域 

（４）薩摩川内市下甑島地域 

（５）薩摩川内市向田地域 

（６）薩摩川内市川内高城温泉地域 

（７）薩摩川内市下甑町手打地域 

（８）薩摩川内市下甑町西山地域 

（９）薩摩川内市西方地域 

（10）薩摩川内市祁答院町黒木地域 

勤務時間 月曜日～金曜日までの８時３０分～１７時１５分までとします。 

＊ただし、必要に応じて時間外及び休日活動を行うことがあります。 

雇用形態 

雇用期間 

鹿児島県薩摩川内市嘱託職員 

２０１６年４月１日から２０１９年３月３１日まで（着任日は相談に応じます）。 

＊入来地域については、平成２７年度中の着任も可能。 

給与・賃金 報酬 月額１５７，５００円 

待遇 

福利厚生 

社会保険（雇用保険・健康保険・厚生年金）・労働保険（労災） 

＊住居は市で用意し、市が家賃を全額負担します。 

休日・休暇：土・日曜日、祝日、年末年始（最低活動日数：月１７日間） 

申込期間 ２０１６年３月３１日まで 

＊ただし、応募状況によっては、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。 

選考手順 （１）第１次選考（書類選考） 

履歴書及び職務経歴書、加えて、なぜ本事業に応募したのか・配置される地域でな

にをやっていきたいのかなどを論文形式で提出 （400字詰原稿用紙 1枚） 

（２）第２次選考（面接） 

第１次選考合格者を対象に面接を行います。詳細については、対象者に別途連絡い



たします。 

（３）最終結果 

最終結果は、お電話もしくは文書で対象者に通知します。 

参考 URL 薩摩川内市ホームページ http://www.city.satsumasendai.lg.jp/ 

薩摩川内 観光物産ガイド http://satsumasendai.gr.jp/ 

薩摩川内市地域おこし協力隊ブログ http://ss-pochan.tumblr.com/ 

備考  

お問合先 〒895-8650 鹿児島県薩摩川内市神田町３番２２号 

電話：0996-23-5111 FAX：0996-25-1704 

（１）～（８）の地域に関する問合せ 

薩摩川内市 観光・シティセールス課 担当：古川・中村・中島 

E－MAIL：cs@city.satsumasendai.lg.jp 

（９）・（10）の地域および地域おこし協力隊に関する総合的なことに関する問合せ 

薩摩川内市 企画政策課 担当：上大迫・髙野・立野 

E‐MAIL：ki-kikakusomu@city.satsumasendai.lg.jp 

 

http://www.city.satsumasendai.lg.jp/
http://satsumasendai.gr.jp/
http://ss-pochan.tumblr.com/
mailto:cs@city.satsumasendai.lg.jp
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