平成 26 年 12 月 9 日
記 者 発 表 資 料

東日本大震災の被災地への派遣職員を募集します！
東日本大震災から４年が経過しようとしていますが、被災地では、様々な分野において、復旧・復興業務
に携わる自治体職員が今なお不足しています。そこで、神奈川県では、東日本大震災の被災地の復旧・復興
業務に携わる任期付職員を募集します。
この採用選考は、行政機関又は民間企業等で培った専門的知識や実務経験を有する方を神奈川県が採用し
た後、被災地（岩手県、宮城県、福島県のいずれかの県又は市町村の機関）に派遣し、復旧・復興業務に従
事していただくために実施するものです。
今回、７分野（117 名程度）について募集しますので、専門的知識や実務経験を有し、即戦力として被災
地の復旧・復興にご尽力いただける方の応募をお待ちしています。
１ 募集分野、採用予定者数、主な職務内容及び派遣予定先
分野

採用
予定
者数

主な職務内容

派遣予定先

・道路、河川、漁港・海岸施設等の公共土木施設の災害復旧・復興 ①岩手県の地方機関(各地域の広
事業等の用地取得に係る交渉、登記、物件移転補償等に関する業
域振興局等)、陸前高田市
11名
用地
務
②宮城県の地方機関(各地域の土
程度
・換地業務（農地、海岸復旧等に係る換地計画書作成等）
木事務所、港湾事務所又は地方
一
・土地収用業務（権利取得採決、明渡採決等）
振興事務所)、塩竈市、松島町
般
税務
事
務 防災

・家屋評価等の税務に関する業務
２名
・市民税及び固定資産税に関する割賦及び震災関係の減免関係
程度
・資産税の調査及び賦課、減免等に関する業務

①岩手県宮古市
②福島県南相馬市

１名
・震災を踏まえた新たな避難計画、要援護対策の策定等の防災業務
程度

岩手県大槌町

公営
１名
企業
・公営企業(上下水道)における経理事務
程度
会計
・道路、橋梁、河川、海岸、防災緑地、港湾施設等の整備及び災害
復旧・復興事業に係る設計、積算、工事監理等に関する業務
・農地・農業用施設等の災害復旧・復興事業に係る設計、積算、工
事監理等に関する業務
・漁港、防潮堤、水門の整備等の災害復旧・復興事業に係る設計、
積算、発注、工事監理等に関する業務
・上下水道復旧に係る設計、積算、監督、工事監理等に関する業務
61名
総合土木
・雨水排水事業（ポンプ場、水路等）に係る協議、計画、積算、工
程度
事監理に関する業務
・土地区画整理事業、防災集団移転促進事業等に関する業務
・市街地再開発事業に係る設計・積算・工事監理等業務
・除染に係る設計、積算、監理業務等
・防災センター及び備蓄倉庫整備等に伴う施工監理業務等
・森林再生事業に係る林業土木、設計・施工監理・完了検査事務及
び林道台帳管理・林業事務全般

岩手県宮古市

①岩手県、宮城県、福島県のいず
れかの本庁又は地方機関（各地
域の広域振興局、土木事務所、
港湾事務所、地方振興事務所、
建設事務所等）
②岩手県宮古市、大船渡市、田野
畑村
③宮城県石巻市、塩竈市、気仙沼
市、名取市、多賀城市、東松島
市、亘理町、七ヶ浜町、南三陸
町
④福島県いわき市、相馬市、南相
馬市、広野町、葛尾村、新地町

機械

・災害公営住宅、学校、大規模復興施設等の整備に係る機械設備関
係の設計、積算、発注、工事監理等に関する業務
①岩手県、宮城県、福島県のいず
７名 ・公共施設建設業務に係る予算、設計、工事監理に関する業務
れかの本庁又は地方機関(各地
程度 ・既存公共施設等の管理業務
域の建設事務所等）
・県庁舎の整備（耐震改修等）における設備工事に関する設計審査、 ②宮城県女川町
設計書作成、工事監理、庁内関係課との協議・調整等

電気

・災害公営住宅、学校、大規模復興施設等の整備に係る電気設備関
係の設計、積算、発注、工事監理等に関する業務
①岩手県、福島県のいずれかの本
６名 ・公共施設建設業務に係る予算、設計、工事監理に関する業務
庁又は地方機関（各地域の建設
程度 ・既存公共施設等の管理業務
事務所等）
・県庁舎の整備（耐震改修等）における設備工事に関する設計審査、 ②宮城県山元町、女川町
設計書作成、工事監理、庁内関係課との協議・調整等

分野

建築

採用
予定
者数

15名
程度

埋蔵文化 ３名
財
程度
保健･福
10名
祉
程度
(保健師)
合 計

主な職務内容
・災害公営住宅、学校、大規模復興施設等の整備に係る建築設計、
積算、工事監理等に関する業務
・公共施設の災害復旧に係る設計、積算、工事監理業務
・被災した地区センター（集会施設含む）の管理及び修繕の設計業
務、工事監理に関する技術業務
・役場庁舎の再建、産業交流拠点施設整備、新市街地における地区
計画等の指導業務
・復興計画に整合した雨水排水施設整備、幹線の新設及び事業推進
に伴う関係機関との調整業務
・震災で生じた地盤沈下による浸水被害の予防・軽減を図る雨水排
水施設整備及び事業推進に伴う関係機関との調整業務
・震災復興事業の水産加工団地整備事業に係る設計､監理･監督業務
・公共施設（水産施設）の営繕に関する業務
・市街地再開発事業に係る設計、積算、工事監理業務
・建築確認業務及び開発行為に係る審査業務
・埋蔵文化財の保護、調査
・市史編集に関する業務
・復興関連事業及び民間開発行為に係る埋蔵文化財発掘調査
・仮設住宅、借上住宅入居者の健康調査、健康管理、保健指導等及
び要支援者に対する支援、フォロー等に係る企画・調整業務
・生活再建途上における被災者の精神保健相談、指導
・地域包括支援センターにおける介護・高齢者福祉業務及び保健指
導業務

派遣予定先

①宮城県の本庁
②宮城県石巻市、東松島市、山元
町、女川町
③福島県いわき市、南相馬市、 葛
尾村

宮城県岩沼市、山元町、南三陸町
①宮城県の地方機関（保健所）
②宮城県石巻市、山元町、南三陸
町
③福島県南相馬市、広野町、浪江
町

117名
程度

※ 採用予定者数、職務内容、派遣予定先等については、一部変更となる場合があります。
２ 任期 平成 27 年４月１日〜平成 28 年３月 31 日
※ 派遣予定先の状況等により、採用時期が変更となる場合があります。
３ 応募資格
募集分野に応じて、必要な資格や実務経験年数等が決まっています。詳しくは、募集案内をご確認く
ださい。（※ 募集案内・申込書類は、下記ＵＲＬからダウンロードできます。）
http://www.pref.kanagawa.jp/div/1101/
４ 選考方法
区
第一次選考
第二次選考
５ 選考日程
申込期間
第二次選考
合格発表

分
書類審査
面
接

内
容
職務経歴・実績書及び論文等の内容に基づき、適性等を審査します。
人物・性向、必要な専門知識、職務遂行能力等について審査します。

平成 26 年 12 月９日(火)〜平成 27 年１月 15 日(木)(必着)
平成 27 年１月 31 日(土)
第一次選考結果 平成 27 年１月下旬
第二次選考結果 平成 27 年２月中旬

６ 募集説明会
① 平成 26 年 12 月 14 日(日) 午前 10 時〜11 時
② 平成 27 年 １月７日(水) 午後 ７時〜８時
かながわ県民センター 11 階講義室 (横浜市神奈川区鶴屋町 2‑24‑2)
（問い合わせ先）
７ 申込書類の提出・問い合わせ先
神奈川県総務局組織人材部人材課
○ 申込書類の提出先・選考手続・業務内容に関する
課長代理 石井
問い合わせ先
電話 (045)210‑2154
神奈川県安全防災局安全防災部災害対策課
人材活用グループ 塩野
支援調整グループ(神奈川県庁第二分庁舎５階)
電話 (045)210‑2163
〒231‑8588 神奈川県横浜市中区日本大通１
神奈川県安全防災局安全防災部災害対策課
電話(045)210‑5945
課長 杉原
電話 (045)210‑3420
○ 採用全般、制度等についての問い合わせ先
副課長 多田
神奈川県総務局組織人材部人材課
電話 (045)210‑3423
電話(045)210‑2168

