チーム芽室の一員に、
あなたの力が必要です！
このまちの魅力は、農業、食、
自然、
そして
「人」
です。元
気でチャレンジ精神あふれる人がいます。今は、
「点」
に
なっている魅力を
「線」
に繋げて、地域の魅力や価値を
最大化していくために、地域おこし協力隊の力が必要
です。町長として、協力隊が働きやすい環境とやりがい
のある環境をつくっていきます。
是非、魅力的で元気な
まちをつくっていく
「チーム芽室」
の一員に
なってください。
あなたの力が必要です。

副業OK

芽室町長

家賃補助

手島 旭

北海道・十勝「芽室町」
の概要は芽室町移住パンフレットをご参照ください。

北海道・芽室町／地域おこし協力隊募集
スイートコーンのふるさとで、
ブランディングプランナーになる。
おためし体験プログラム実施
め

めむろ

むろ ちょう

芽室 町

芽室町役場 魅力創造課魅力発信係

〒082-8651 北海道河西郡芽室町東2条2丁目14番地
TEL：0155-62-9736 FAX：0155-62-4599 電子メール：m-hasshin@memuro.net

#いい空気付き
#いい水付き
#いい野菜付き
#いい景色付き
#青い空付き
#理解ある町長います
#いいスタッフ完備

MHokkaido

O

応募書類提出先・問合せ先

EMUR

42.5 4 °
TOK ACHI

芽室町町
町の魅力を

■ふるさと納税
・芽室町のふるさと納税は、平成27年4月にスタートし、現在は
「ふるさとチョイス」
「さとふる」
「楽天」
の3つのポータルサイ
トを活
用していますが、寄附実績は平成30年度7,946万円、令和元
年度7,676万円、令和2年度9,680万円と、1億円を目前にして
足踏みしている状況です。
・令和3年度には
「ふるさと納税改革プラン」
を策定し、現状と
課題の抽出・分析、今後のアクションを明確にし、納税目標額
を
「1億円以上」
に設定しました。
・ふるさと納税を進める最大の目的は、
「みんなが幸せになるこ
と」。
ふるさと納税を活用して、
「返礼品出品事業者」
「芽室町
民」
「 寄附してくれる人」
を中心に
「みんなに幸せになってほし
い」
という願いが込められています。
■物産振興・観光振興
・広大な北海道の大地、絶景の農村風景、美味しい食べ物
…でも住んでいたらそれが当たり前。芽室町ではそんな
「当たり
前」
の素晴らしさを芽室町の外に、
そして芽室町の内（住んで
いる人）
にPRしたいと考えています。

磨き上げ

芽室町長より

【募集受付】
〜令和4年2月10日
（木）必着

ミッション
❶ふるさと納税のポータルサイ
トを
「店舗」
としてとらえ、
マーケティ
ングを意識して、寄附額増加を目指してください。
❷商品の掘り起こしや事業者間のマッチングにより、魅力的な
返礼品の増加を目指してください。
❸特産品をより広く、効果的にPRして、販売促進に繋げてくだ
さい。
❹芽室町に住んでいる人が気づかない、眠っている地域資源
を
「外からの視点」
で発見し、磨き上げて発信してください。
❺上記のミッションを通して、芽室町の地域資源の価値向上
を目指してください。

稼ぐ人募集

ミッションは
﹁ふるさと納税﹂
と﹁物産・観光振興﹂

募集内容

【職種】地域おこし協力隊
【雇用形態】会計年度任用職員
（パートタイム）
【募集対象（次のすべての条件を満たす方）
】
①応募時点で、三大都市圏の都市地域、三大都市圏内の一部条件不利地域、
または政令指定都市に在住し、任用後に芽室町に住民票を異動し、居住できる方。
②心身ともに健康で、業務に積極的に取り組む意欲がある方
③普通自動車運転免許を有している方
④高校卒業程度の学力を有し、PC（Word、EXCEL、PowerPointなど）
の一般的
な操作ができる方
⑤地方公務員法第16条に規定する欠格事項に該当しない方
【募集人数】1名
【任用期間】令和4年4月1日〜令和5年3月31日
（最長3年間、1年ごとに更新する可
能性があります）
【勤務地】芽室町内
【勤務時間、休暇等】
①9:00〜17:00（7時間）、週35時間以内の勤務
②法に基づき、法定勤務時間を超えるような場合や、勤務時間が午後10時から午
前5時に係る場合、
また、休日としていた日に勤務することとなった場合などには、時間
外勤務手当や休日勤務手当などの割増賃金を支払うものとします。
③有給休暇制度あり
④副業については、業務に支障のない範囲で所属長が認めた場合に許可します。
【給与体系】
①月額186,335円
（社会保険料の自己負担分が控除されます）
②通勤手当、時間外及び休日勤務手当、期末手当
（年2回）
の支給があります
（通
勤手当については、通勤距離によります）。
【待遇・福利厚生】
①社会保険（健康保険、厚生年金、雇用保険）
が適用されます
（自己負担あり）。
②住宅に関しては、予算の範囲内で家賃を補助します。
③転居費、水光熱費、通信費など日常生活に係る費用は自己負担となります。
④業務で使用する車両と燃料は町が負担しますが、
日常生活で車両が必要な場合
は個人でご用意ください。
【応募に必要な提出書類】
①エントリーシート
（指定のもの）
②住民票の写し
（応募日前1ヶ月以内のもの）
③普通自動車運転免許証の写し
（住所の表示が裏面にある場合はその面も含む）
【応募と選考方法】
①エントリーシートに必要事項を記載、顔写真貼付けの上、下記の提出先まで持参
もしくは郵送ください。
エントリーシートはWord形式ですので、
パソコン入力も可とします
が、氏名欄はプリントアウト後、必ず直筆でご記入ください。顔写真は、
データを貼り
付けたものをカラー印刷されても構いません。
②募集受付けの締切までの間は、事業内容等について電話やメール等でお気軽
にお問い合わせください。
③募集受付後、一次選考として書類選考を実施します。一次選考の合否は二次
の最終選考の日程通知と合わせて文書で行います。
④二次選考が最終選考となります。最終選考は、2月27日
（日）
の実施を予定してい
ます。場所は芽室町で実施します。
なお、本町までの旅費は自己負担となります。
⑤最終選考終了後、1週間以内に合否をお知らせいたします。

スイートコーンのふるさとで、
ブランディングプランナーになる。
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募集受付
2/10（木）まで

WINTER
AUT UM N

基幹産業である農業は、肥沃な大地と気候条件に恵まれ、小麦・ビート・じゃがいも・豆類・ス
イートコーンなどの畑作では、道内有数の生産量を誇り
（スイートコーンの収穫量は日本一！）、
令和3年度農業粗生産額は360億円です。
工業は、抜群の交通アクセスなどの物流条件を活かし、農産物などの豊富な地場産品を活

ミッション

募集の目的

北海道芽室町は十勝平野のほぼ中央に位置し、美しい日高山脈を背に、大自然に囲まれた
まちです。

①ふるさと納税ポータルサイトの運営とマーケティング等
②新規返礼品の掘り起こしと事業者間のマッチング
③特産品のPRや販売促進
④地域資源の発見、ブラッシュアップ、芽室町内外へのPR
⑤地域資源の価値向上に向けた取組

用した食料品製造業や運送業を中心に発展しており、
さらに工業団地の造成・企業誘致な
どを通じ、地域経済の活性化を図っています。
しかし、
たくさんの魅力的なものがあるのにも関わらず、芽室町や芽室町の農産物・特産品の
認知度は高いとは言えません。地域の特産品をPRできる
「ふるさと納税」
でもその魅力を伝えき
れず、
なかなか寄附の増加に繋がっていない状況です。
そのような中で、
ふるさと納税を軸とした芽室町の認知度向上と地域資源の価値向上を目指
すことを目的に、魅力あるまちづくりと稼ぐまちづくりの実現に活動していただける
「北海道芽室
町地域おこし協力隊（ふるさと納税／物産・観光振興）」
を募集します。

芽室町に決めた大きな理
由は
「仕事」
です。東京で働
いていた時に十 勝に訪れ
「良いところだな」
「いつか住
めたらいいな」
と思っていた
ところ、前職の経験が活か
せそうな芽室町の協力隊募
集と出会い応募に至り
ました。
NPO法人Ququrcus

永井 健士さん

02

芽室町役場の担当者
です。応 募 前に直 接
会って伺った内容が
誠実で、隊員が活動
しやすい環境づくりに
も尽力してくださいま
した。他の課とも連携
できる役場の気質も
好感が持てました。
NPO法人Ququrcus
八所 かおりさん

03

芽 室 町の「これぞ北
海道」
を感じられるど
こまでも続く平野や、
厳しいながらも美しい
自然 、十 勝 晴れの日
の気持ち良さに惹か
れました。
人は温かく、食材はな
んでも美味しいです。
NPO法人Ququrcus
及川 雅敦さん

おためし地域おこし協力隊体験プログラムを実施します
■日程／2月23日
（水・祝）〜27日
（日）

4泊5日［予定］

地域おこし協力隊として活動する前に、町・地域・隊員とのミ
スマッチを防ぐため、体験プログラムを実施します
（希望者
のみ／定員3名）。
※希望者が定員を超えた場合のみ、書類選考の上、参加の
可否を決定します。書類選考の結果、参加不能になった
場合は、最終選考（面接）
のみの参加となります。
※滞在中の宿泊費は町が負担（旅費は自己負担）
します。
※体験プログラムの最終日に最終選考（面接）
を行います。

M EM UR O
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定員3名

Hokkaido, Tokachi

地域おこし協力隊卒業生に聞きました！芽室町に決めた理由はなあに？

