岐阜県 白川町
◆２０２１◆ 白川町地域おこし協力隊

▲山をつぐひと▲

●人をつなぐひと●

▼おためし協力隊▼
「水源の里」白川町。山で生まれた恵みの水は、下流に住む都市住民の生活を支え、豊か
な海へと繋がっています。
自然と共存する山の暮らしは、決して便利ではありません。不便だからこそ、知恵と工夫
が生まれ、そして人と人の繋がりを大切にする生活が、ここ白川町にあります。そんな暮らし、
生き方を後生に残していくことが、私たち住む者の使命であり、誇りでもあります。

山に生き、人と暮らす・・・
ここ白川町で、自分の生き方を探したい！
そして自分の力を試したい！ 発揮したい！
そんな想いを持つ方を募集します！
岐阜県 白川町企画課

白川町地域おこし協力隊

▲山をつぐひと▲ ●人をつなぐひと●
～ 林業技術者 ・ 移住交流サポートセンタースタッフ ～
１．募集する仕事概要・募集人員
赴

任

先

白川町役場
（会計年度任用職員）

▼活動拠点▲

仕事の内容

山をつぐ
（林業技術者）

東濃ヒノキ
白川市場協同組合

概

要

募集人員

協力隊として「山で生きる」、「山を生かす」そして
何より「自分を生かす」ことにチャレンジしたい方を
募集します。

◆未経験者でも安心
林業全般の作業は、経験豊かな先輩技術者から
現場で学びます。「林業って何？」「間伐って？木
材って？そもそも木は何に使うの？」など、未経験
者の素朴な疑問にも”０”から答えて育てること、仲
間づくりを第一に考えています。興味があってやる
気のある方は安心して飛び込んでください。

★林業女子活動中！
現在、1名の女性協力隊が活動中。一緒に頑張
ろう！

若干名

◆仕事内容
山の作業
林業担い手組織の事務

◆活動終了後は・・・
作業受託先に就職ができます。
又は、1人親方として起業も可能。新たに活動隊
をつくってみても・・・。

▼活動拠点▲

移住を推進するため、町は「移住交流サポートセ
ンター」を設置し、移住希望者と地域を繋ぐ活動を
行っています。センターは協力隊の活動拠点とも
なっています。
センター業務は、移住希望者の対応、空き家相
談など、町内町外問わず、地域の交流拠点となる
べく活動しています。様々な活動を通じ、白川町の
生活を楽しみながら人生設計を立ててください。

一般社団法人

◆人と関わることが好きな方

白川町移住交流
サポートセンター

都会とは違い、田舎は濃いお付き合いが当たり
前。センターは様々な人が集まる場所になります
ので、人との出会いが楽しい方にぴったりです。

白川町役場
（会計年度任用職員）

人をつなぐ
（センタースタッフ）

◆起業・継業のための基盤づくり
活動にはセンターの窓口業務のほかに、自由提
案による地域振興活動も含まれます。また、今ま
でのスキルを活かした活動を行うなど、任期終了
後の起業・継業のための基盤づくりにも取り組んで
いただけます。

◆仕事内容
移住・空き家相談の受付、案内
移住等交流事業の企画、運営
地域資源の発掘、活用による振興
SNS等を活用した情報発信 等

◆活動終了後は・・・
センタースタッフとしての雇用や起業・継業も努
力次第です！

若干名

２．募集条件
①年齢は２６歳以上、４０歳未満。性別は問いません。
②住所の要件
３大都市圏内の都市地域（注１）又は、地方都市にお住まいの方で、そのうち条件不利地域（注２）
以外にお住まいの方が対象となり、且つ白川町に住民票を異動することができる方
③普通自動車運転免許のある方 （取得予定である方）
④白川町内に居住し、地域の一員として自治会等の組織に加入できる方
⑤心身共に健康で、地域の方と協調しながら、誠実に活動に取り組むことができる方
⑥林業技術者を希望する方は、山に登りますので体力に自信のある方
⑦センタースタッフを希望する方は、パソコン操作（エクセル、ワード等）ができる方
⑧地域おこしに意欲があり、任期終了後も白川町内で定住を望む方
注１ 東京都、千葉県、埼玉県、神奈川県、愛知県、岐阜県、三重県、大阪府、京都府、兵庫県及び奈良県の区域の全部
注２ 過疎地域自立促進特措法、山村振興法、離島振興法、半島振興法、奄美群島振興開発特措法、小笠原諸島振興開発
特措法、沖縄振興特措法のいずれかの対象となる地域、指定を受けた地域を有する市町村

３．雇用の形態、任期
雇用形態は、白川町の会計年度任用職員として雇用します。
任期は、２０２１年２月１日以降の任用の日から１年間。最長３年まで延長することができます。

４．給与

月額 １７１，７００円

時間外手当、通勤手当があります。（社保あり）

期末手当を支給します。ただし、勤務時間によって減額となる場合があります。
２年目、３年目と雇用する場合は、基本給の変更（増額）を行う予定です。

５．勤務の様態
勤務日
（勤務時間）

◆白川町役場職員勤務体制に準じ、週休２日、月～金曜日週５日勤務です。
（午前８時３０分 ～ 午後５時１５分まで、休憩 正午～６０分）
※活動内容により勤務時間帯が変わったり、時間外勤務になることがあります。

休暇

有給休暇は、年１０日（勤務期間が１年に満たない場合は月数に応じて減少）、その他に
夏季休暇等の特別休暇があります。

６．その他の待遇
住居

福利厚生
必要物品

町内の一戸建中古住宅（空き家）又は、町営住宅を住居とします。住宅家賃には浄化槽
使用料を含み、町が負担します。
それ以外の光熱水費（電気・ガス・水道）、インターネット（ケーブルテレビ加入）等の費用
は自己負担となります。
社会保険（健康保険+厚生年金）、雇用保険に加入し、給与から天引きとなります。
活動（生活用品は除く）に必要な作業服、消耗物品類は、町予算の協力隊活動費として
購入し、支給することとなります。その他、特に活動に必要と思うものがあれば、担当と相
談して購入します。

７．応募方法
応募用紙、応募チェック表をご記入の上、下記書類を添付して白川町役場企画課に郵送してください。
提出書類

応募用紙、応募チェック表、自己ＰＲ文（1600字程度）、住民票

選考方法

第１次選考（書類） 書類審査にて選考し、選考結果は応募者全員に文書で通知します。
第２次選考（面接） １次審査合格者を対象に、白川町役場にて面接を行います。
※詳細は、１次選考結果の通知とともにお知らせします。
※２次選考（面接）に要する交通費等は自己負担とします。

◆応募用紙 ・ ・ ・ 白川町ＨＰからダウンロードしてください。

８．募集期間

２０２１年 ２月 １日（月） ～ ２０２１年 ５月 ３１日（月）
① 第１回応募締め切り ・・・ ２０２１年 ３月 ３１日 （水）
② 第２回応募締め切り ・・・ ２０２１年 ５月 ３１日 （月）

９．その他のお知らせ・留意事項
➀ 自家用車について
活動には公用車を使用してもらいますが、普段の生活や通勤については自家用車が必要です。
事前に自動車免許を取得され、赴任されるときは自家用車のご用意をお願いします。その場合、任
意保険の加入もお願いします。（車の購入について、地元販売店の紹介ができます。）
又、冬場（１２月～３月）は、スタッドレスタイヤの着用が必要です。
②副業について
協力隊の活動とは別に、アルバイトや自営業など、定着に向けた副業であれば、時間外に行うこ
とは可能です。時間内の副業や、活動に関わる副業を行う場合は、担当に相談してください。
③事前の下見、おためし協力隊について
応募前の本町の下見を希望される場合、歓迎いたしますので是非お越しください。希望日を事前
にご連絡いただければ、調整して町内案内も含めて説明させていただきます。
おためし協力隊を使って、短期間滞在し、事前の知識を深めることをお勧めします。

白川町地域おこし協力隊

▼おためし協力隊▼
～ここを知る、自分を知る～
いきなり協力隊になるのが不安な方には、この制度を活用してください。短期間滞在し、課題や挑戦し
たいことを見つけ、協力隊としてやれるのかを検討。白川町を知り、自分を知る、マッチング期間です。
赴

任

先

一般社団法人
白川町移住交流
サポートセンター
（短期雇用）

仕事の内容

概

ここを知る
自分を知る
（おためし協力隊）

▼活動拠点▲
一般社団法人
白川町移住交流
サポートセンター

要

募集人員

白川町には、たくさんの困りごと「課題」がありま
す。住民自身が課題と考えるもの、行政が課題と
考えるもの、又は町内では課題ではないが、町外
から見ると十分に課題と考えるもの・・・。
そんな課題に対し、自分に何ができるのか、何が
したいのか、短期間ですが白川町を知り、協力隊
として自分を試す覚悟をつくる機会が、このおため
し協力隊です。

◆協力隊も移住者
何
が
し
た
い
？

君
は
こ
の
場
所
で
、

協力隊も移住者と同じく、白川町の一員になるこ
とが大切。この田舎に自分の居場所が見つけられ
そうかどうか、マッチングの期間になります。

◆仕事内容
①自分のスキルを生かした活動を希望
町内探索、活動のイメージづくり、活動提案
②スキルはなく具体的な活動希望がない
町内探索、課題探し、活動提案
（一社）移住交流サポートセンタースタッフが、町内
案内、助言など、お手伝いします。
※期間の最終日には、活動報告の発表をお願いし
ます。

若干名

◆活動期間等・・・
雇用期間は、１週間から最長１ヶ月程度を想定し
ます。
この「おためし協力隊」活動は、協力隊として活
動するか、できるのかを試すマッチング雇用です。
協力隊になることを約束するものではありません。

（一社）白川町移住交流サポートセンタースタッフ（アルバイト）として雇用します。
① 雇用期間・・・最低１週間、最長１ケ月程度。随時雇用。自己都合など相談可能。
② 時給 １，０００円。（社保なし） 週休２日、午前８時３０分～午後５時１５分まで
③ 住居 体験住宅等（３０，０００円／月）に滞在、光熱水費は無料、要生活消耗品。
【備考】 ・活動終了時に、報告会を開催し、期間中の活動報告及び町への提言をお願いします。
・協力隊として雇用することを、約束するものではありません。

応 募 先
住所

〒５０９－１１９２ 岐阜県加茂郡白川町河岐７１５番地
白川町役場 企画課 宛

電話

０５７４－７２－１３１１

ＦＡＸ ０５７４－７２－１３１７

MAIL

yasue-hiroyuki＠town.shirakawa.lg.jp

担当

企画課 安江宏行

※不明な点は担当までご連絡ください。

白川町地域おこし協力隊の”独り言”

都会で消費する生き方より、

田舎で創造する生き方を選びました。
もし、その生き方、ありだと思えば、
一度、白川へ来たらいいんじゃないの。
そうそう、よくあることだけど、
ここは白川郷じゃないよ、白川町だよ！

