
 

 

 

沖縄県国頭村は、沖縄本島の最北端に位置し、東は太平洋、西は東シナ海に面した農

山漁村で、人口約 4,500人の過疎の村です。 

村土の約８割にも及ぶ森林部にはヤンバルクイナやノグチゲラなどの希少動植物が生

息するなど、類い希な自然環境を有しており、その世界的な価値が認められ、令和３年７月

には世界自然遺産登録されました。保全と活用を両立し

た体験滞在型の観光や、都市との交流・各産業間の連

携を通じた地域活性化を推進しています。 

 一方で人口は減少傾向にあるため、交流人口の積極

的な受け入れ、関係人口の拡大を推進し、国頭村の自

然資源のすばらしさをＰＲするとともに、地域づくりを図ら

なければなりません。 

そこで、地域外の人材を積極的に誘致し、意欲ある新

しい人材を取り込み、地域力の発展・推進・強化を図る

ため、「国頭村地域おこし協力隊インターン」を募集しま

す。 

 

 

 

【地域おこし協力隊インターンとは・・・？】 

 

自然豊かな「やんばるの森」で地域おこし協力隊として活躍してみたいけど、仕事や人間

関係などの地域コミュニティ、買い物や公共交通等の利便性といった生活環境が心配とい

う方も多いと思います。 

そんな方々の「移住する前に、実際に現地に滞在して、移住後の暮らしを体験してみた

い」という希望を実現するのが「地域おこし協力隊インターン」です。 

地域おこし協力隊の任期が最長３年間と長期であるのに対し、地域おこし協力隊インタ

ーンは任期が「２週間以上３ヶ月以内」と短～中期なことが最大の違いです。 

インターン任期終了時には、自身の夢の実現（一次産業への従事、移住起業家として独

立など）を目指し、国頭村の地域おこし協力隊として着任を希望するかどうかを判断してい

ただきます。 

実際に国頭村に滞在し、働きながら暮らしてみて、自分に合っているかを確認したい方に

オススメです。 

  

沖縄県国頭村 地域おこし協力隊インターンの募集！  

那覇市 

国頭村➡ 



■国頭村地域おこし協力隊インターン募集要項 

活動地域 沖縄県国頭郡国頭村内（各コースの受入事業者が活動するフィールド内） 

活動内容 

農業・漁業・林業・地域資源の掘り起こし（自然・文化・歴史等） 

１）一次産業就業 （ 農業コース ・ 漁業コース ・ 森林業コース ） 

２）地域資源をベースとした起業（ A コース ・ B コース ） 

雇用関係の有無  「国頭村地域おこし協力隊インターン」として委嘱（国頭村との雇用関係はありません） 

任用期間 令和４年１１月～令和５年２月までの２週間以上３ヶ月以内で委嘱 

募集人数 若干名（採用予定日：相談のうえ決定） 

報酬等 

１２，０００円×活動従事日数（１ヶ月あたり最大２１日間） 

※報酬には、宿泊費、活動用車両、その他活動経費を全て含みます。 

※社会保険等の加入はありません。 

勤務時間、場所 原則：１日７時間から８時間勤務（受入事業者により異なります） 

募集要件  

（１）採用日時点で２０歳以上、おおむね５０歳未満の方 

（２）３大都市圏をはじめとする都市地域等から国頭村に滞在する者 

（３）将来的に地域おこし協力隊として国頭村への着任を検討される方 

（４）普通自動車運転免許を取得している方 

（５）心身共に健康で誠実に職務を行うことができる方 

（６）地域おこしに熱意を有し、地域住民との協調を図り、住民と共に積極的に地域活動に取り組む 

意欲のある方 

（７）パソコンの操作（ワード、エクセル等）ができる方 

（８）反社会的勢力に関係していない方 

応募方法等 

（１）申込受付期間  令和４年１０月３１日（月）～令和４年１２月２４日 （月）９：００まで（随時受付） 

（２）概要 

参加希望者は複数の募集コースより希望のコースを選択し、エントリーします。 

募集コースごとに、受入事業者が異なり、勤務地や業務内容などが異なります。 

コースごとの受入人数は決まっておらず、先着順でエントリーを受け付け、全体の参加枠

が埋まり次第、受付終了となります。 

（３）採用までのフロー 

全体説明会（オンライン）にご参加いただき、その後、個別面談（オンライン）を行います。 

個別面談を望まれる方は、「国頭村地域おこし協力隊 応募用紙（様式１・２）」を指定する日ま 

でにご提出をお願いします。（全体説明会および個別面談は随時開催） 



（４）提出書類 

全体説明会時は、特になし。 

個別面談の際に、「国頭村地域おこし協力隊 応募用紙（様式１・２）」を、指定する日までに 

提出（応募用紙（様式１・２）は国頭村 HPからダウンロード可能） 

（５）提出先 

   〒905-1495 沖縄県国頭村字辺士名 121番地 国頭村役場 企画政策課   

   TEL：０９８０－４１－２６２１ ／ E-mail：kikakuzaiseisection@vill.kunigami.okinawa.jp 
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■一次産業就業＜農業＞コース 

募集人数 若干名 

活動受入事業者 （株）VEGEFARM OKINAWA 具志堅農園 

主な活動内容 

（１）将来的に地域おこし協力隊としての着任を検討するためのインターン活動 

・基本的な農作業 

・経理、営業、広報活動 

・農園のホームページ更新など 

（２）地域課題プログラムへの参加 

（３）地域交流プログラムへの参加など 

 勤務時間 
勤務時間  原則 午前７時３０分～午後５時００分、休憩 2時間（天候による変動あり） 

休   日  原則 週休２日（詳細は相談の上調整） 

宿泊先、 

活動車両 

宿 泊 先  事務局にて用意します（シェアハウス）。 

活動用車両  ご自身で手配をお願いいたします。（事務局に相談可能） 

※宿泊費、活動用車両費は、参加者本人にお支払いいただきます。 

その他活動経費 

各種プログラム  インターン中に、受入事業者内での活動の他に、事務局が用意する各種プ

ログラムへご参加いただきます。 

※各種プログラム（地域課題プログラム、地域交流プログラムなど）には参加費がかかり、 

別途徴収いたします。 

※費用は、滞在期間により変動するため、別途ご提示いたします。 

申込受付期間 令和４年１０月３１日（月）～令和４年１２月２４日 （月）９：００まで 

参加までの流れ 

①全体説明会（オンライン） 

１）エントリー方法  ➡  エントリーフォームに必要事項を記入して送信ください。 

２）エントリーフォーム URL  https://forms.gle/YtpWVYrfHpZXPtwb6 

②個別面談（オンライン） 

１）エントリー方法  ➡  別途、お知らせいたします。 

２）提出書類  国頭村地域おこし協力隊 応募用紙（様式１・２）を指定する日までに提出 

（国頭村 HPからダウンロード可能） 

③選考結果通知    選考結果を、面談された方全員に文書で通知します。 

参加後の流れ 

参加者に対しアンケートを実施します。 

アンケート回答を元に、受入事業者、国頭村役場と協議し、次のステップに進むかどうかを確

認、調整します。（※次のステップ：地域おこし協力隊） 



問い合わせ先 

▼事務局（問い合わせ、エントリー、その他） 

〒９０５－１４１１ 

沖縄県国頭郡国頭村字辺土名１１９番地６ HENTONA LOUNGE内 

くんじゃん暮らしサポーターズネットワーク（担当：久保） 

電話：０９０－１８８８－２００２（個人） 

メール：kubo.hayto@qlco.jp 

▼国頭村役場担当 

企画政策課（担当：アラカキ） 

電話：０９８０－４１－２６２１（直通） / ＦＡＸ：０９８０－４１－５９１０ 

メール：kikakuzaiseisection @vill.kunigami.okinawa.jp 

 

  



■一次産業就業＜漁業＞コース 

募集人数 若干名 

活動受入事業者 国頭漁業協同組合 

主な活動内容 

１）将来的に地域おこし協力隊としての着任を検討するためのインターン活動 

・基本的な漁協の作業（セリの準備～片付け／集荷、配送／広報） 

・定置網操業など 

２）地域課題プログラムへの参加 

３）交流プログラムへの参加など 

 勤務時間 
勤務時間  原則 午前７時００分～午後３時３０分、休憩１時間（天候による変動あり） 

休   日  原則 土日祝日 

宿泊先、 

活動車両 

宿 泊 先  事務局にて用意します（シェアハウス）。 

活動用車両  ご自身で手配をお願いいたします。（事務局に相談可能） 

※宿泊費、活動用車両費は、参加者本人にお支払いいただきます。 

その他活動経費 

各種プログラム  インターン中に、受入事業者内での活動の他に、事務局が用意する各種プ

ログラムへご参加いただきます。 

※各種プログラム（地域課題プログラム、地域交流プログラムなど）には参加費がかかり、 

別途徴収いたします。 

※費用は、滞在期間により変動するため、別途ご提示いたします。 

申込受付期間 令和４年１０月３１日（月）～令和４年１２月２４日 （月）９：００まで 

参加までの流れ 

①全体説明会（オンライン） 

１）エントリー方法  ➡  エントリーフォームに必要事項を記入して送信ください。 

２）エントリーフォーム URL  https://forms.gle/YtpWVYrfHpZXPtwb6 

②個別面談（オンライン） 

１）エントリー方法  ➡  別途、お知らせいたします。 

２）提出書類  国頭村地域おこし協力隊 応募用紙（様式１・２）を指定する日までに提出 

（国頭村 HPからダウンロード可能） 

③選考結果通知    選考結果を、面談された方全員に文書で通知します。 

参加後の流れ 

参加者に対しアンケートを実施します。 

アンケート回答を元に、受入事業者、国頭村役場と協議し、次のステップに進むかどうかを確

認、調整します。（※次のステップ：地域おこし協力隊） 



問い合わせ先 

▼事務局（問い合わせ、エントリー、その他） 

〒９０５－１４１１ 

沖縄県国頭郡国頭村字辺土名１１９番地６ HENTONA LOUNGE内 

くんじゃん暮らしサポーターズネットワーク（担当：久保） 

電話：０９０－１８８８－２００２（個人） 

メール：kubo.hayto@qlco.jp 

▼国頭村役場担当 

企画政策課（担当：アラカキ） 

電話：０９８０－４１－２６２１（直通） / ＦＡＸ：０９８０－４１－５９１０ 

メール：kikakuzaiseisection @vill.kunigami.okinawa.jp 

 

  



■一次産業就業＜森林業＞コース 

募集人数 若干名 

活動受入事業者 国頭村森林組合 

主な活動内容 

１）将来的に地域おこし協力隊としての着任を検討するためのインターン活動 

・基本的な森林組合の作業（伐採・造林・育林作業、事務など） 

・希少種保護、外来種対策（森林パトロールなど） 

・外来種対策 

・商品開発～販売戦略策定 

・HP作成 

・林業から森林業への改革を早期実現するための作業（規約変更、業務プロセス改革など） 

※要自動車運転普通免許（マニュアル） 

２）地域課題プログラムへの参加 

３）交流プログラムへの参加など 

 勤務時間 
勤務時間  原則 午前８時００分～午後５時００分、休憩１時間（夜間、早朝業務あり） 

休   日  原則 土日祝日 

宿泊先、 

活動車両 

宿 泊 先  事務局にて用意します（シェアハウス）。 

活動用車両   ご自身で手配をお願いいたします。（事務局に相談可能） 

※宿泊費、活動用車両費は、参加者本人にお支払いいただきます。 

その他活動経費 

各種プログラム  インターン中に、受入事業者内での活動の他に、事務局が用意する各種プ

ログラムへご参加いただきます。 

※各種プログラム（地域課題プログラム、地域交流プログラムなど）には参加費がかかり、 

別途徴収いたします。 

※費用は、滞在期間により変動するため、別途ご提示いたします。 

申込受付期間 令和４年１０月３１日（月）～令和４年１２月２４日 （月）９：００まで 

参加までの流れ 

①全体説明会（オンライン） 

１）エントリー方法  ➡  エントリーフォームに必要事項を記入して送信ください。 

２）エントリーフォーム URL  https://forms.gle/YtpWVYrfHpZXPtwb6 

②個別面談（オンライン） 

１）エントリー方法  ➡  別途、お知らせいたします。 

２）提出書類  国頭村地域おこし協力隊 応募用紙（様式１・２）を指定する日までに提出 

（国頭村 HPからダウンロード可能） 

③選考結果通知    選考結果を、面談された方全員に文書で通知します。 



参加後の流れ 

参加者に対しアンケートを実施します。 

アンケート回答を元に、受入事業者、国頭村役場と協議し、次のステップに進むかどうかを確

認、調整します。（※次のステップ：地域おこし協力隊） 

問い合わせ先 

▼事務局（問い合わせ、エントリー、その他） 

〒９０５－１４１１ 

沖縄県国頭郡国頭村字辺土名１１９番地６ HENTONA LOUNGE内 

くんじゃん暮らしサポーターズネットワーク（担当：久保） 

電話：０９０－１８８８－２００２（個人） 

メール：kubo.hayto@qlco.jp 

▼国頭村役場担当 

企画政策課（担当：アラカキ） 

電話：０９８０－４１－２６２１（直通） / ＦＡＸ：０９８０－４１－５９１０ 

メール：kikakuzaiseisection @vill.kunigami.okinawa.jp 

 

  



■地域資源をベースとした起業＜A＞コース詳細 

募集人数 若干名 

活動受入事業者 どうぶつたちの病院 沖縄 

主な活動内容 

１）将来的に地域おこし協力隊としての着任を検討するためのインターン活動 

・ヤンバルクイナの飼育業務（健康観察、給餌準備、給餌、ケージ清掃・整備など） 

・ヤンバルクイナの繁殖業務（繁殖ケージの整備、繁殖ペアのモニタリングなど） 

・その他、普及啓発活動、データ整理など 

２）地域課題プログラムへの参加 

３）交流プログラムへの参加など 

 勤務時間 
勤務時間  原則 午前８時００分～午後５時００分、休憩１時間） 

休   日  原則 原則、週休２日（詳細は相談の上調整） 

宿泊先、 

活動車両 

宿 泊 先  事務局にて用意します（シェアハウス）。 

活動用車両  ご自身で手配をお願いいたします。（事務局に相談可能） 

※宿泊費、活動用車両費は、参加者本人にお支払いいただきます。 

その他活動経費 

各種プログラム  インターン中に、受入事業者内での活動の他に、事務局が用意する各種プ

ログラムへご参加いただきます。 

※各種プログラム（地域課題プログラム、地域交流プログラムなど）には参加費がかかり、 

別途徴収いたします。 

※費用は、滞在期間により変動するため、別途ご提示いたします。 

申込受付期間 令和４年１０月３１日（月）～令和４年１２月２４日 （月）９：００まで 

参加までの流れ 

①全体説明会（オンライン） 

１）エントリー方法  ➡  エントリーフォームに必要事項を記入して送信ください。 

２）エントリーフォーム URL  https://forms.gle/YtpWVYrfHpZXPtwb6 

②個別面談（オンライン） 

１）エントリー方法  ➡  別途、お知らせいたします。 

２）提出書類  国頭村地域おこし協力隊 応募用紙（様式１・２）を指定する日までに提出 

（国頭村 HPからダウンロード可能） 

③選考結果通知    選考結果を、面談された方全員に文書で通知します。 

参加後の流れ 

参加者に対しアンケートを実施します。 

アンケート回答を元に、受入事業者、国頭村役場と協議し、次のステップに進むかどうかを確

認、調整します。 

※次のステップ：地域おこし協力隊 



問い合わせ先 

▼事務局（問い合わせ、エントリー、その他） 

〒９０５－１４１１ 

沖縄県国頭郡国頭村字辺土名１１９番地６ HENTONA LOUNGE内 

くんじゃん暮らしサポーターズネットワーク（担当：久保） 

電話：０９０－１８８８－２００２（個人） 

メール：kubo.hayto@qlco.jp 

▼国頭村役場担当 

企画政策課（担当：アラカキ） 

電話：０９８０－４１－２６２１（直通） / ＦＡＸ：０９８０－４１－５９１０ 

メール：kikakuzaiseisection @vill.kunigami.okinawa.jp 

 

  



■地域資源をベースとした起業＜B＞コース詳細 

募集人数 若干名 

活動受入事業者 ユナムンダクマ協議会 

主な活動内容 

１）将来的に地域おこし協力隊としての着任を検討するためのインターン活動 

・地域資源（集落、古道、林道、山菜、星空、神人など）を活用したツアーの企画～運営 

・地域資源の掘り起こし（自然、文化、歴史など） 

・体験型宿泊施設の運営など。 

２）地域課題プログラムへの参加 

３）交流プログラムへの参加など 

 勤務時間 

勤務時間  原則 午前８時００分～午後５時００分、休憩１時間） 

休   日  原則 週休２日（週末、祝日は勤務日予定、詳細は相談の上調整） 

そ の 他 昼食つき 

宿泊先、 

活動車両 

宿 泊 先  事務局にて用意します（シェアハウス）。 

活動用車両  ご自身で手配をお願いいたします。（事務局に相談可能） 

※宿泊費、活動用車両費は、参加者本人にお支払いいただきます。 

その他活動経費 

各種プログラム  インターン中に、受入事業者内での活動の他に、事務局が用意する各種プ

ログラムへご参加いただきます。 

※各種プログラム（地域課題プログラム、地域交流プログラムなど）には参加費がかかり、別

途徴収いたします。 

※費用は、滞在期間により変動するため、別途ご提示いたします。 

申込受付期間 令和４年１０月３１日（月）～令和４年１２月２４日 （月）９：００まで 

参加までの流れ 

①全体説明会（オンライン） 

１）エントリー方法  ➡  エントリーフォームに必要事項を記入して送信ください。 

２）エントリーフォーム URL  https://forms.gle/YtpWVYrfHpZXPtwb6 

②個別面談（オンライン） 

１）エントリー方法  ➡  別途、お知らせいたします。 

２）提出書類  国頭村地域おこし協力隊 応募用紙（様式１・２）を指定する日までに提出 

（国頭村 HPからダウンロード可能） 

③選考結果通知    選考結果を、面談された方全員に文書で通知します。 

参加後の流れ 

参加者に対しアンケートを実施します。 

アンケート回答を元に、受入事業者、国頭村役場と協議し、次のステップに進むかどうかを確

認、調整します。 

※次のステップ：地域おこし協力隊 



問い合わせ先 

▼事務局（問い合わせ、エントリー、その他） 

〒９０５－１４１１ 

沖縄県国頭郡国頭村字辺土名１１９番地６ HENTONA LOUNGE内 

くんじゃん暮らしサポーターズネットワーク（担当：久保） 

電話：０９０－１８８８－２００２（個人） 

メール：kubo.hayto@qlco.jp 

▼国頭村役場担当 

企画政策課（担当：アラカキ） 

電話：０９８０－４１－２６２１（直通） / ＦＡＸ：０９８０－４１－５９１０ 

メール：kikakuzaiseisection @vill.kunigami.okinawa.jp 

 


