
１ 活動内容（募集人数：１名） 

 

■ビルドアップとは、「作り上げる」「築き上げる」という意味を持ち、 

サッカーでは「攻撃を構築する」という意味を持つ。 

【業務の内容】 

 ■このような活動を期待します！ 

サッカーのまちづくり（７割） 

・幼稚園児～小学校低学年  サッカーの楽しさを教える。（ボールを扱う楽しさ） 

・小学校高学年～中学生  上位大会出場を目標に、専門的な技術指導をする。 

・トップアスリート誘致等により、子どもたちに「触れる」「観る」機会を提供する。 

・技術指導スキル等の向上に必要な資格取得や研修会に参加する。 

 

健康増進、コミュニティの拡大（３割） 

・かがみいしスポーツクラブや地域の関連団体と連携し、健康増進や地域コミュニテ

ィの拡大に向けた事業を企画運営する。 

【求める人物像】 

■このような方に応募していただきたい！ 

 

 

 

 

 

 

【募集人数】１名 

【受入団体】特定非営利活動法人かがみいしスポーツクラブ 

【勤 務 地】かがみいしスポーツクラブ事務所（鏡石町営鳥見山陸上競技場内） 

～ 鏡石町“サッカー”ビルドアップ業務 ～ 

令和５年４月採用 鏡石町地域おこし協力隊「サッカー競技力向上」募集要項 

 

フットワーク 

が軽い 

活動意欲と 

情熱がある 町づくりに 

興味がある 

サッカーが好き 

経験が豊富 

誰とでも 

明るく接する 



２ 応募資格 

（１）応募条件として、次の条件をすべて満たす方とします。 

   ①年齢、性別は問わない。 

   ②原則、三大都市圏内（埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、岐阜県、愛知県、三重県、 

京都府、大阪府、兵庫県及び奈良県の区域の全部）の都市地域（条件不利地域に該当し 

ない市町村）に在住している方で、採用後に鏡石町に住民票を移し、居住できる方 

    ただし、他の市町村で２年以上地域おこし協力隊の経験があり、かつ、解嘱から１年以 

    内の方も対象とします。 

   ③地方公務員法第１６条の欠格条項に該当しない方 

   ④サッカー競技において高校年代または大学年代で全国大会の出場経験のある方（登録選

手を含む） 

   ⑤ジュニア世代（小中学生）と一緒にサッカーのプレーができる方 

   ⑥心身ともに健康で地域おこしに意欲があり、地域活動に積極的に参加できる方 

   ⑦パソコン（ワード、エクセル、パワーポイント等）の基本的な操作ができる方 

   ⑧普通自動車免許をお持ちの方、又は取得見込みの方 

   ⑨情報をＳＮＳ等で発信ができる方 

   

３ 勤務日 

（１）勤務日は、１週間（日曜日から土曜日までの７日間をいう。）につき、３７時間３０分を 

   満たない勤務とする。１日につき７時間３０分を超えない範囲内で勤務時間を割り振る。 

   ただし、１２月２９日から翌年の１月３日までは休日とします。 

 

４ 勤務時間 

（１）勤務時間は、午前８時３０分から午後５時００分までとし、正午から午後１時までは休息 

時間とします。ただし、時間外の勤務が必要な場合は、通常勤務時間を振り替えます。 

 

５ 雇用期間 

（１）雇用開始日から令和６年３月３１日までとします。 

   ただし、町が認めた場合は、１年ごとに雇用期間を延長し、最長で３年までとします。 

 

６ 雇用形態・処遇等 

   ①契約職員とする。 

   ②賃金等 

    ＊基本月額：２００，０００円 

     ※基本月額から所得税、社会保険料等が控除されます。 

     ※規程に準じて期末手当を別途支給します。 

     ※規程に準じて出張・研修旅費を別途支給します。 

   ③社会保険等 

    ＊健康保険、厚生年金、雇用保険に加入します。 

   ④住居 

    ＊雇用期間における住居に係る家賃は、５万円を上限にクラブが負担します。 

     ※家賃相場（１人暮らし）は、鏡石駅から徒歩１５分以内で４～５万円程度となります。 

     ※引越に必要な経費、光熱水費及び生活に必要な備品等は本人負担とします。 

   ⑤その他 

    ＊事前に理事長の許可を得た上で、クラブが支給する賃金以外の収入を得ることを認め

ます。 

 



７ 応募方法 

（１）①募集期間 

   ①＊令和４年１２月２７日（火）から令和５年２月２８日（火）まで 

     ※郵送の場合、締切日必着とする。 

     ※期間内において、採用が決まりましたら募集を終了させていただきます。 

   ②提出書類 

    ＊次の書類を郵送又は直接持参してください。 

     ○鏡石町地域おこし協力隊応募用紙 

     ○履歴書（市販のもの。要写真貼付） 

     ○住民票 

   ③選考方法 

    ＊必須項目 

１次選考前に業務のマッチングを図るために個別相談（オンライン可）を実施します。 

下記担当まで直接ご連絡ください。 

＊１次選考：書類選考 

     ※結果は、応募者全員に文書で通知します。 

    ＊２次選考：面接試験、実技試験（サッカー教室指導：15分程度 ※平日夕方になります。） 

     ※２次選考の日程等詳細は、１次選考合格者に通知します。 

     ※２次選考に係る交通費等は本人負担とします。 

     ※結果は、２次選考受験者全員に文書で通知します。 

   ④応募先 

    ＊９６９－０４０４ 

     福島県岩瀬郡鏡石町緑町１９９番地  

     ＮＰＯ法人かがみいしスポーツクラブ 宛 

     ※封筒の表に「地域おこし協力隊応募書類在中」と記載してください。 

 

８ 問い合わせ先 

   ＊特定非営利活動法人かがみいしスポーツクラブ 事務局 

    担  当：稲田 

    電  話：０２４８－６２－１６００ 

    Ｆ Ａ Ｘ：０２４８－６２－７６５１ 

    E-mail：info@kagamiishi-sc.com 

 

９ その他 

   ＊応募資格の在住地の要件でご不明な点がある場合は、応募前にご連絡ください。 

＊住居について、入居後の修繕については内容を勘案し、予算の範囲内で対応するものと 

 します。ただし、入居者の故意又は過失による破損等による修繕は、本人負担とします。 

   ＊クラブで用意する自動車は、あくまで活動中に使用するものとなりますので、必要に応

じて私用車等をご準備ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 



▼鏡石（かがみいし）ってこんなところ  人口：12,196人          

鏡石町は福島県中南部に位置し面積が 31.30 ㎢と福島県で一番小さな町

です。福島空港や国道 4号線、東北自動車道鏡石スマートインターチェンジ、

ＪＲ東北本線鏡石駅といった高速交通体系にも恵まれています。 

年間の平均気温がおよそ 18 度と内陸性の温暖な気候で水稲や果樹などが

盛んです。 

農業は町の主要産業であり、一戸当たりの農業所得は県内でもトップクラスを誇ります。 

また、「桃」「梨」「りんご」「いちご」「ぶどう」などは、町のふるさと納税の返礼品でも人

気の果物です。 

第 20 回国勢調査（平成 27 年）の確定値では、15 歳未満の人口の割合が県内で一番高い結

果が出ました。町の中央に位置するＪＲ鏡石駅の半径 1.5㎞県内に人口の 7割以上が居住して 

いることから駅を中心とした「コンパクトで住みやすく、若い世代の多いまち」です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▼かがみいしスポーツクラブ（受入団体）とは？ 

青少年健全育成と地域住民の生涯スポーツの推進を図るとともに、

スポーツを通した「多世代交流」「仲間作り」「健康・生きがいづく

り」を推進し、みんなの笑顔があふれる鏡石町にしていきたい！とい

う理念（ミッション）の基に平成２１年に設立した NPO法人です。 

◇世代を超え、生涯を通してスポーツを楽しめるようにしたい！ 

◇「ｽﾎﾟｰﾂをやりたいけれどできない…」人のきっかけ作りをしたい！ 

◇鏡石町の子ども達の体力低下（ｽﾎﾟｰﾂ離れ）を食い止めたい！  

◇上達を目指す子どもに、専門的な指導をしてあげたい！ 

◇鏡石町の小・中学校の部活動をサポートしたい！ 

◇ｽﾎﾟｰﾂ活動や文化活動を通して、鏡石町民の交流の輪を広げたい！ 

 

 

 

 

 

▼かがみいしスポーツクラブ（受入団体）とは？ 

 

グリーンロードから望む那須連峰 

【ｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ】 
https://www.kagamiishi-sc.com/ 

■鏡石町担当者（町総務課まちづくり調整グループ） 

【氏 名】 

石井  秀樹（３５歳） 

【これまでのスポーツ経験】 サッカー 

 サッカー 

◇地域おこし協力隊の採用業務を担当しています。 

サッカーが好きで、現在も社会人のサッカーチー

ムに所属しています。一緒にサッカーで鏡石町を

盛り上げましょう。 

  

 

■受入団体担当者（かがみいしスポーツクラブ） 

【氏 名】 

稲田 俊一（３４歳） 

【これまでのスポーツ経験】 

 陸上競技、マラソン 

◇陸上競技を中心に地域の子ども達に向けた教室

指導やイベントの企画運営をしています。 

 地域おこし協力隊になられた方のサポートをで

きるように頑張ります！ 

▼鏡石（かがみいし）ってこんなところ 



▼鳥見山公園内体育施設 

■鳥見山多目的広場 サッカー1面（人工芝） 

■鳥見山陸上競技場  

 400mトラック 

サッカー1面（インフィールド：天然芝） 

【付帯設備】更衣室、シャワー室 

■鳥見山体育館     ■野球場  

■テニスコート（４面） ■屋内プール 

 

 

▼鏡石町内の幼稚園・小中学校 

■鏡石第一小学校：児童数５３８名 

■鏡石第二小学校：児童数１８０名 

■鏡石中学校：生徒数３７１名 

■鏡石幼稚園：園児数５０名 

※その他、保育園１つ、私立の認定こども園が２つあります。 

 

▼鏡石町内のサッカー団体 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▼現在、鏡石町で活躍する地域おこし協力隊 

 

【業務内容】 

 料理でまちづくりプロデュース業務 

【１年間の活動を振り返って】 

  様々な地域の方々からのご支援をいただきながら、１年目の 

 活動を無事に行うことができました。 

  ミッションである「食」をプロデュースという面で、１人で 

 も多くの方に鏡石の旬野菜の魅力を改めて知っていただきたい 

 という思いが強くあります。 

  １年目の活動は、初めてづくしで不安な抱きながらの活動を 

 なりましたが、着実に活動を行うことができました。 

ボアビスタＦＣ（スポーツ少年団） 

【開催日時】 

木曜日／19:00～20:00 

土曜日／19:00～12:00 

【開催場所】 

鏡石中学校体育館 

鏡石第二小学校校庭 

■初心者・男女を問わず気軽にサッカーを始める事

ができます。週末には大会にも参加しています！ 

 

鏡石中学校サッカー部 

■部員数：７名（１・２年生） 

■平成１４年度には、 

全国大会にも出場経 

験がある歴史のあるサッカー部です。 

■クラブチームの普及もあり、現在は部員数が減

少していて、ぎりぎりの人数で大会に出場して

います。 

 

小柳拓未さん、比呂さん 
（令和４年１月採用） 

 

陸上競技場内

事務所が 

活動拠点 

（勤務地） 

です。 

【業務内容】 

 料理でまちづくりプロデュース業務 

【１年間の活動を振り返って】 

  様々な地域の方々からのご支援をいただきながら、１年目の

活動を無事に行うことができました。 

  ミッションである「食」をプロデュースという面で、１人で

も多くの方に鏡石の旬野菜の魅力を改めて知っていただきた

いという思いが強くあります。 

  １年目の活動は、初めてづくしで不安を抱きながらの活動と 

 なりましたが、着実に活動を行うことができました。 



▼鏡石町ＭＡＰ 

【飲 食 店】 

 ●鏡石町の飲食店は「鏡石まちの駅かんかんてらす」のホームページから確認できます。 

  ＵＲＬ：http://www.kankanterasu.jp/map.php 

【医療機関（五十音順）】 

 ●診療医 

    名  称 診療科目  名  称 診療科目 

１ 岡ノ内クリニック 内・循・呼・ｱﾚ・皮 ５ にほ小児科医院 小・ｱﾚ・内 

２ 鏡石クリニック 内・消・循 ６ 針谷クリニック 循・内・小・消 

３ ごとう内科クリニック 内・循 ７ 矢吹医院 内・消・循・小 

４ つむらやクリニック 整・ﾘﾊ・ﾘｳ・外・内 ８ よしだ総合診療・在宅ケアクリニック 内・外・心・小・皮 

 ●歯科診療医 

    名  称  名  称  名  称 

１ 関根歯科医院 ２ 曽根歯科医院 ３ 松本歯科医院 

【アクセス（鏡石駅まで）】 

       東北新幹線新白河駅から普通列車（JR東北本線）で２５分，郡山駅から２０分 

       （東北新幹線：東京駅－新白河駅：約１時間１０分，東京－郡山：約１時間２０分） 

       ※東京駅から約２時間程度で鏡石町に到着します。 

 

       福島空港から車で１５分 

 

       東北自動車道鏡石スマート I.Cより３分 

       国道４号線白河より３０分、郡山より３０分 

       ※都心から約２時間３０分で鏡石町に到着します。 

J R 

空港 

車 


