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参加会場
  （いずれかを○で囲んで下さい）

御希望の時間帯
  （いずれかを○で囲んで下さい）

午前の部　・　午後の部
（10：00～）　　（14：00～）大阪会場   ・   東京会場

御名前 年 齢 御住所

連絡先（TEL・FAX・E-mail等のいずれか）

● 内　容／ 愛媛県の概要説明、各市町からの募集説明・質疑応答・個別相談
● 申込先／ FAX（089–912–2969）にて、このチラシを愛媛県地域政策課地域づくり支援グループへお送りください。
 （e-mailで必要事項を連絡いただいてもかまいません。）
 【お問い合わせ　TEL：089–912–2261   E-mail：chiikiseisak@pref.ehime.jp】
● 申込締切／平成25年１月８日（火）（急な当日の参加も可能ですが、申込状況により参加をお断りする場合もございます。）
● その他／ 駐車場がございませんのでご来場には必ず公共交通機関をご利用ください。

※ 参加申込書は、愛媛県のホームページ（地域政策課のお知らせ）からダウンロードできます。
※ 申込書に関わる個人情報は、地域おこし協力隊募集に関する業務にのみ利用いたします。

※募集内容の詳細は、裏面をご覧ください。

「地域おこし協力隊合同募集説明会」参加申込書　　FAX：０８９-９１２-２９６９（愛媛県地域政策課行き）

地域おこし協力隊
合同募集説明会の開催

～自然豊かな愛媛県で地域づくり活動をしてみませんか～

　愛媛県では、県内の地域づくりの取り組みを支援するため、今治市・伊予市・西予市
（平成25年４月１日付け） 宇和島市（平成25年７月１日付け）が募集する
「地域おこし協力隊」の募集説明会を次のとおり開催することとしました。
　地域づくり、愛媛県への移住などにご関心のある方は、是非ご参加ください。
※　地域おこし協力隊は、都市住民など地域外の人材を地域社会の新たな担い手として受け入れ、地域力の維持・強化を
図るものです。（詳しくは総務省ホームページをご覧ください。）

今治市・伊予市・西予市・宇和島市
愛媛県

大阪オフィス　2013年第１回ふるさと暮らしセミナー
●日時／平成25年１月12日（土）
 午前の部10：00～　午後の部14：00～
●場所／大阪ふるさと暮らし情報センターセミナー室
 大阪市中央区本町橋2-31シティプラザ大阪４F「温」
 （TEL：06‒4790‒3000）
・地下鉄堺筋線・堺筋本町駅より徒歩10分　　・地下鉄谷町線・谷町４丁目駅より徒歩10分
（共催：認定NPO法人ふるさと回帰支援センター　大阪ふるさと暮らし情報センター）

●日時／平成25年１月13日（日）
 午前の部10：00～　午後の部14：00～

●場所／都道府県会館　４階401会議室
 東京都千代田区 平河町2-6-3
 （TEL：03‒5212‒9162）
・地下鉄　有楽町線・半蔵門線　永田町駅　５番出口より徒歩約１分　　・地下鉄　南北線　永田町駅　９番Ｂ出口より徒歩約１分
・地下鉄丸の内線・銀座線　赤坂見附駅　Ｄ出口より徒歩約５分　
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それぞれ
  30名限定！

それぞれ
  50名限定！



伊予市「地域おこし協力隊」隊員募集内容

お問い合わせ先 ※その他詳細はお問い合わせください。

１　募集人数　４名
２　募集対象
　① 年齢が満20歳以上60歳以下の方（性別は問いません。）
　② 都市地域等（過疎地域等の条件不利地域以外）に居住しており、採用決定

後に伊予市（勤務地）に居住し、住民票を伊予市に移せる方
　③ 普通自動車運転免許証を取得している方（免許停止処分中でない方）
　④ 住民と協力しながら、地域の活性化に向けて積極的に行動できる方
　⑤ パソコン（ワード、エクセル、メールのやり取り程度）ができる方
　⑥ 採用期間終了後、伊予市への定住を希望される方を優先します。
３　活動内容
　　伊予市の各地域（中山町佐礼谷地区、双海町翠地区、双海町由並地区、郡中
地区）において、住民自治の推進、移住の促進、地域の活性化等を目的とした
地域協力活動を行っていただきます。
４　任期
　　平成25年４月１日から平成26年３月31日まで（ただし、活動状況を勘案
して最長３年を限度に再任することができる。）
５　給与：月額16万６千円（社会保険料の自己負担額、所得税等を含む）
６　勤務時間：１日７時間45分、週５日勤務を基本
　　（休日出勤、夜間の勤務については、振替対応）
７　待遇等
　① 任期中の住居は無償貸与（電気代、水道代等は自己負担）
　② 社会保険等加入
　③ ２次試験の面接（片道分）及び就任時の旅費を支給
　④ 勤務にあたっては、公用車を貸与
８　申し込み期間
　　平成24年12月18日（火）～平成25年１月28日（月）の執務時間中
９　その他
　　応募書類による１次選考及び面接による二次選考を行います。 
　　二次選考進出者を対象に、平成25年２月中旬に面接試験を行う予定です。

〒799-3193
愛媛県伊予市米湊820番地　伊予市役所　総務部まちづくり創造課
TEL：089-982-1111（内588）  FAX：089-983-3681   e-mail：matidukuri@city.iyo.lg.jp

今治市「地域おこし協力隊」隊員募集内容

お問い合わせ先 ※その他詳細はお問い合わせください。

１　募集人数　3名
２　募集対象
　① 年齢が、満20歳以上50歳以下の方（性別は問いません。）
　② 都市地域等（過疎地域等の条件不利地域以外）に居住しており、委嘱決定

後に今治市（勤務地）に移住し、住民票を今治市に移せる方
　③ 普通自動車運転免許証を取得している方
　④ 今治市での地域起業に意欲があり、将来の定住を希望される方
　⑤ 住民と協力しながら、地域を元気にするために精力的に行動できる方
３　活動内容
   　今治市島しょ部（大島・大三島）において、地域の活性化と地域資源を活用
した産業振興等のため、地域住民とともに地域協力活動を行います。（農林水
産業への応援・従事、特産品開発及び販売、住民の生活支援など）
４　任期　
   　平成25年４月１日から平成26年３月31日まで（ただし、活動状況を勘案
して最長３年を限度に再任することができる。）
５　報酬　　月額16万６千円
６　勤務時間　　１日８時間、週５日勤務を基本
７　待遇等
　① 任期中の住居は無償貸与
　② 社会保険等加入
　③ 原付きバイク無償貸与
８　申込受付期間
　　平成24年12月17日（月）から平成25年１月25日（金）までの執務時間中

〒794-8511
愛媛県今治市別宮町一丁目４番地１　今治市役所　総合政策部地域振興課
TEL：0898-36-1514  FAX：0898-22-3441   e-mail：chiiki@imabari-city.jp

宇和島市「地域おこし協力隊」隊員募集内容

お問い合わせ先 ※その他詳細はお問い合わせください。

１　募集人数　1名　
２　募集対象
　① 年齢が、満20歳以上60歳以下の方（性別は問いません。）
　② 沿岸地域での活動に意欲があり、都市地域等（過疎地域等の条件不利地域

以外）から、宇和島市蒋淵地区に居住し住民票を移せる方
　③ 地域住民と積極的にコミュニケーションを図りながら業務に取り組むこと

ができる方
　④ 協力隊終了後も定住し、起業・就業を希望する方
　⑤ 普通自動車運転免許を持っている方
　⑥ パソコンの操作ができ、地域内外への情報発信ができる方
３　活動内容
　　宇和島市蒋淵地区において、岩ガキや魚類養殖など地域特性を活かした産業
の振興を支援するとともに、地域住民と協力した集落維持・活性化活動、隊員
による事業の提案及び実践を行う。
４　任期　
　　平成25年７月１日から１年間（活動状況を勘案して最長３年を限度に延長
可）
５　報酬　　月額166，000円
６　勤務時間　　１日７時間45分、週５日勤務を基本
７　待遇等
　① 市の嘱託職員として雇用、社会保険等加入
　② 住居と最低限の備品を市が用意　
　③ 勤務にあたっては公用車を使用
８　申込受付期間
　　平成25年４月１日（月）から平成25年４月30日（火）までの執務時間中

〒798-8601
愛媛県宇和島市曙町1番地　宇和島市役所　総務部企画情報課
TEL：0895-49-7003  FAX：0895-20-1905   e-mail：kikaku@city.uwajima.lg.jp

西予市「地域おこし協力隊」隊員募集内容

お問い合わせ先 ※その他詳細はお問い合わせください。

１　募集人数　10名程度
２　募集対象
　① 年齢が、満20歳以上60歳以下の方（性別は問いません。）
　② 都市地域等（過疎地域等の条件不利地域以外）に居住しており、委嘱決定

後に西予市（勤務地）に移住し、住民票を西予市に移せる方
　③ 普通自動車運転免許証を取得している方
　④ 住民と協力しながら、積極的に地域づくり活動のできる方
　⑤ コミュニティビジネス・ソーシャルビジネスに興味のある方
　⑥ 任期終了後、西予市において起業・定住に意欲がある方
３　活動内容
　　西予市内の海・里・山における地域資源を活用した地域づくりの実践。
　　広域な西予市だから、活動内容もいろいろ。（ジオパーク構想によるまちづ
くり、農林水産物の６次産業化、観光と町並みの活性化、農林水産業の従事、
集落支援など）合併前旧５町単位で活動内容を差別化。
４　任期　
　　平成25年４月１日から平成26年３月31日まで（ただし、活動状況を勘案
して最長３年を限度に再任することができる。）
５　報酬　　月額16万～16万６千円　※市の規定に準じる
６　勤務時間　　１日７時間45分、週５日勤務を基本
７　待遇等
　① 任期中の住居は無償貸与　② 社会保険等加入
　③ 活動公用車無償貸与
８　申込受付期間
　　平成24年12月20日（木）から平成25年１月31日（木）までの執務時間中

〒797-8501
愛媛県西予市宇和町卯之町三丁目434番地1　西予市役所　企画調整課
TEL：0894-62-6403  FAX：0894-62-6574   e-mail：kikaku@city.seiyo.ehime.jp

●今治市
瀬戸内海のど真ん中で、一緒に
地域おこしをしませんか！

●西予市
海抜０mから1,400ｍの地で仕事と暮ら
しがつながって、こころとこころが絆に
なる。そんな時間がここに･･･

●伊予市
ひと、まち、自然が出会う三彩の郷（くに）
伊予市で、あなたの力を発揮してください！ 

●宇和島市
タイやハマチ、真珠や岩ガキ!　豊かな宇和海が
包む宇和島・蒋淵に来てやんさい!!
　　　　　　蒋淵についてはコチラ⇒
　　　  http://www.komo-net.com/

こもぶち


