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本日のスケジュール	

Ø 被災地の現状の課題    19:30〜 

Ø RCF復興支援チームの今後のビジョンと取組み　19:45〜　  　　 
 
Ø 求める人材像と、採用プロセス　　　20:10〜 

Ø ETIC.右腕派遣プログラムのご紹介　　20:15〜 

Ø 質疑応答　　 20:25〜 
 
Ø 懇親会　　20:30〜 
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石巻市：2011年3月

石巻市（2011年3月） 
津波によって運ばれてきた泥が、道路を覆っている	

復興コーディネーター・マネージャー採用説明会・活動報告会
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石巻市（2013年3月） 
事業再開は7～8割に留まり、人通りも以前より減っている 

石巻市：2013年3月

復興コーディネーター・マネージャー採用説明会・活動報告会
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復興課題の全体像	

被災者支援	 まちの復旧・
復興	

産業・雇用	

27万8千人に
及ぶ避難者
への支援 

復
興
課
題	
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住民が本当
に住みたい 
まちづくり 

福島の復興	

需要と供給の
アンバランス
の解消 

避難者支援と
除染・企業誘
致など 

帰還・定住のための環境整備の強化、長期避難者のための対
策が求められている 

出典：復興庁「復旧・復興の現状と課題（概要）参考資料」	

復興コーディネーター・マネージャー採用説明会・活動報告会
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1. 被災者支援	
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出典：復興庁連携プロジェクト「助け合いジャパン」HP	

・　被災者が全国に散らばってしまったため、コミュニティの弱体 
　　化・被災者の孤立が問題となっている 

全国の避難生活者 
（復興庁まとめ　2013/11現在） 
 

・2013年11月時点で約27万8千人 
・仮設住宅や借り上げ民間住宅に入居 
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2-1. まちづくりの進捗状況	

・公共インフラは、おおむね事業計画と工程表とおりに進捗している 
・住宅再建・高台移転は地区の9割で移転先地権者の同意や移転 
  者が 確定し、順次着工が進みつつある	

出典：復興庁「復興の現状と取組」平成25年4月25日	

復興コーディネーター・マネージャー採用説明会・活動報告会
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2-2. まちの復旧・復興の課題	
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出典：復興庁「平成２４年度版原子力被災自治体における住民意向調査結果報告書」	

・質問事項：「現在の避難生活で最も困っている分野」 
・対象：大熊町　（n=3,424） 	
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・　インフラのみならず、「コミュニティ形成」「就労」「医療」「教育」 
　　など包括的なバランスのとれたまちづくりが求められている 

復興コーディネーター・マネージャー採用説明会・活動報告会
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出典：平成18年版厚生労働白書「我が国の社会保障を取り巻く環境と国民意識の変化」�

近所付き合いの程度の変遷	

町村	 大都市	
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わからない	

全く付き合っていない	

あまり付き合っていない	

ある程度付き合っている	

よく付き合っている	

・ 大都市においても町村においても、近所付き合いの	
　 程度は減少している 

2-3. 地域コミュニティの付き合いの強度	
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  3.　産業・雇用 - 人材の不足 -	

東北における新規求人倍率(季節調整値)	 東北事業者の経営課題	
(人) 
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0	
	

・需要拡大に伴い、新規求人数は増加基調にある	
・一方で、新規求職者は減り続けており、震災以前のタイミングを下回っている	
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→人材の確保が東北事業者の最大の課題となっている	

復興コーディネーター・マネージャー採用説明会・活動報告会
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  4.　福島の復興	
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2013.3.1現在 
双葉町の状況	

	

 ・福島県全体の避難者は約15.4万人、避難区域等からの避難者は約10.9万	
　 人にも及んでいる	
・ 被災者は全国に散らばり、世帯間でもバラバラに避難している場合　	
   も多い 

■町民の避難状況　   【出典：双葉町民の避難状況（H25.3.1現在）】	

                                     (ｎ＝6,942人)	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
　	
	

	
	
	
  	
  	

　　	
　　　　	
	

	
	
　	

加須市628
人	

（9.0%）	

つくば市
137人	
（2.0%）	

柏崎市147

人	
（2.1%）	

■世帯分離の状況　　　【出展：双葉町住民意向調査（H25.2.5公表）】	

	
	
	
	
	
	
	

（n=1,570人）　	

新潟県 
3.2%	

神奈川県 
3.1%	

復興コーディネーター・マネージャー採用説明会・活動報告会
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5 新潟県中越地震における復興支援プロセス	

引用元：稲垣文彦「中越地震における復興支援プロセス」	

復興コーディネーター・マネージャー採用説明会・活動報告会
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本日のスケジュール	

Ø 被災地の現状の課題    19:30〜 

Ø RCF復興支援チームの今後のビジョンと取組み　19:45〜　  　　 
 
Ø 求める人材像と、採用プロセス　　　20:10〜 

Ø ETIC.右腕派遣プログラムのご紹介　　20:15〜 

Ø 質疑応答　　 20:25〜 
 
Ø 懇親会　　20:30〜 
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市役所	企業	

住民	

復興コーディネーター

財団	

NPO	

民間	 行政	

被災地域	

県庁	

政府	

・復興の枠に留まらない日本の新しい社会像を生み出す

地域団体	 事業者	

RCF復興支援チームの今後のビジョン	

・震災復興を通じて地域社会の在り方を変革する	

復興コーディネーター・マネージャー採用説明会・活動報告会
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RCF復興支援チームの取組み	
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生活再建	

釜石市コミュニティ支援	

テーマ	 RCFでの取り組み	

産業・情報発信	 水産加工業支援	
ビジネスにおける情報化
支援	

まちづくり	

大船渡・大槌・釜石	
仮設住宅支援	

岩手県3市町、浪江町の	
震災遺構アーカイブ	
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横断的テーマ	 WORK FOR 東北	

教育	 双葉郡教育復興	

復興コーディネーター・マネージャー採用説明会・活動報告会

サイエンスフェア	

双葉町コミュニティ支援	



この文書の著作権は一般社団法人  ＲＣＦ復興支援チームに属しています。この文章の無断転載、複写等はご遠慮下さい。
Copyright © 2012  All Rights Reserved by RCF. Page ．．．16 復興コーディネーター採用説明会・活動報告会

1　双葉郡教育復興ビジョン	
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双葉町民は福島県内外に分散避難している状況	

引用元：双葉町役場作成資料(2013.4.16)	
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2013.3.1現在	

2-1　双葉復興支援員：プロジェクトの全体像	

復興コーディネーター・マネージャー採用説明会・活動報告会
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郡山支所	
郡山地区(753)	

福島地区	
(434)	

会津若松	
地区(111)	

白河地区
(258)	 いわき事務所	

いわき地区	
(1,514)	

埼玉支所	
埼玉地区	
(1,042)	

※()内の数は平成25年5月1日時点での避難者数	

…総括支援員及び広報支援員	
…現場支援員	
	

■いわき事務所：2013年9月より、総括支援員1名、広報支援員1名の計2名を配置	
■郡山支所：2013年10月を目処に現場支援員2名配置、対象エリアは福島県内各地域	
■埼玉支所：2013年12月を目処に現場支援員2名配置	
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2-2　双葉復興支援員：派遣スキームの概要	

復興コーディネーター・マネージャー採用説明会・活動報告会
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総括支援員(1人)	
 2013年9月～	

広報支援員	
2013年9月～　　　　　　　　　　　　	

現場支援員(2人)	
2013年10月～目処	

現場支援員(2人)	
2013年12月～目処	

	

現
場	

いわき	 郡山	 埼玉	

【業務内容】現場支援員と役場内関係課・関係組織との調整	

【業務内容】現場支援員からの情報集約、広報業務の支援	

	
【業務内容】	
■現場支援員のマネジメント	
・報償金及び経費の支払い	
・研修等を通じた心のケア	
　などの活動支援	
■秘書広報課への支援	
・イベント実施報告等の情報	
　集約	
・広報のコンテンツ作成	
・SNS導入に向けたサポート	
	

【業務内容】	
・今年度業務の計画作成	
・各地で開催のイベントの周知と　　	
　開催及び結果の報告まとめ	
・借上げ住宅向け交流会支援	
・支所業務への支援	
	

【業務内容】	
・各地で開催のイベント	
　の　周知と開催及び結	
　果の報告まとめ	
・借上げ住宅向け交流会　	
　支援	
・支所業務への支援	
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2-3　双葉復興支援員：具体的な仕事イメージ	

復興コーディネーター・マネージャー採用説明会・活動報告会



この文書の著作権は一般社団法人  ＲＣＦ復興支援チームに属しています。この文章の無断転載、複写等はご遠慮下さい。
Copyright © 2012  All Rights Reserved by RCF. 

3  事業創造/渉外	
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東北 全国 

複	
数	
年	
度	

単	
年	
度	

・「WORK FOR 東北」の継続事業化	
・キリン社との水産業支援の仕組み化	
・復興支援員事業の継続発展（釜石•双葉）	
・県における町外コミュニティ支援	

・新規企業・行政案件の拡大（大熊町など） 
・企業・行政との連携したビッグデータによる　 
 復興促進事業 
 
 

2014年で30件の社会事業コーディネートを目指す。被災から3年目になる
東北での案件拡大に限らず、全国的に企業・自治体行政との案件を拡大
させるため、事業連携の提案及び交渉の責任者・担当者を募集中。	

・IT企業との地域活性化プログラム	
・全国地域自治体からの委託による地域	
 活性の推進	

復興コーディネーター・マネージャー採用説明会・活動報告会
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 3-1　事業創造/渉外　「復興ビッグデータプロジェクト」	

▼背景	
ー今夏放映するNHKスペシャルビッグデータⅡで被災事業者のビッグデータを復興支　　	
　援に活用する復興支援が紹介された	
―この放送を契機にNHK、IT企業、行政らが提携し、さらにビッグデータを活用し、復興	
　支援を進めるプロジェクトがスタートしている	
	
▼RCFの役割	
―RCFでは支援団体・分析団体・データ提供団体との調整やプロジェクト全体の事務局機能	
  を委託されている。	
ー現在、このプロジェクトに専念して活動出来る人材を募集している	

参考：NHKスペシャルhttp://www.nhk.or.jp/special/detail/2013/0303/index.html　 
　　　　観光経済新聞：http://www.kankoukeizai-shinbun.co.jp/backnumber/13/10_26/kanko_gyosei.html 

復興コーディネーター・マネージャー採用説明会・活動報告会
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東北での	
取り組み 

震災緊急対応 東北復興 

全国での
取り組み 

日本の	
社会課題 

パーソン	
ファインダー 

- 

デジタルアーカイブ	
（ストリートビュー） 

政策提言	
　−AICJ	
　−シンポジウム	
　−提言書	

地域活性化 

2011.3〜	 2012 - 2013 2014 

イノベーション	
東北 

ICTによる地方	
経済の活性化	

被災直後から2013年までの復興支援を通じた知識/経験を踏まえ、2014年以降も	
東北の復興、地域の活性化を継続して支援する方針 

 3-2事業創造/渉外　　「Google社による日本の社会課題への対応」	

復興コーディネーター・マネージャー採用説明会・活動報告会
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本日のスケジュール	

Ø 被災地の現状の課題    19:30〜 

Ø RCF復興支援チームの今後のビジョンと取組み　19:45〜　  　　 
 
Ø 求める人材像と、採用プロセス　　　20:10〜 

Ø ETIC.右腕派遣プログラムのご紹介　　20:15〜 

Ø 質疑応答　　 20:25〜 
 
Ø 懇親会　　20:30〜 
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復興コーディネーター・マネージャー要件	

④スピードと戦略性	
	
⑤創造・分析	
　・コミュニケーション	
	
⑥プロジェクト管理能力	

求められるマインドとスキル	

マインド	

①ベンチャー的な環境でコミットができる	

②優先順位の変化や曖昧さや突然のスケジュール変更にもうまく対応することのできる柔軟性を持っ
ている	

③期限へのプレッシャーなどのストレスが多い状況に対応できる	

④素早くアウトプットを出すことと、長期的な戦略的業務の設計を両立させることができる	

⑤創造性・物事の整理能力/分析能力・コミュニケーション能力/プレゼンテーションスキルを持ち合わ
せている	

⑥プロジェクト管理能力に長けており、問題解決に向けて自発的に社内外関係者と協働する能力がある	

①ベンチャー精神	

②柔軟性	

③ストレス耐性	

スキル	
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　□職務内容	

①復興コーディネーター・マネージャー　（東京）	
・企業・財団等への復興支援に関するコンサルティング、および支援企画の提案 
・現地の自治体や事業者、NPOにヒアリングし、課題やニーズを把握 
・支援に向けた企画業務（企画書の作成・提案、調査、被災地での折衝等） 
・支援企画の実行（地元市町村・企業・NPOとの連絡・調整、情報発信、報告等） 
・その他各種資料作成およびマネジメント等	
	
②アソシエイト（東京）	
・マネージャー及び復興コーディネーターのアシスタント業務	
	

募集要項	
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□勤務条件 
　①復興コーディネーター・マネージャー（東京） 
　　・週4日（32時間）〜 
　　・1年程度以上勤務可能な方 
　　・東京 
　　・要普通自動車免許保有 
　　・月20万円〜35万円程度（週5日の場合。入社時20万円、能力次第で昇給有） 
 
 

　②アソシエイト（東京）　 
　　・週3日（24時間）〜 

　　・入社時月18万円〜20万円程度（週5日の場合。残業代あり）　	

募集要項	

Page ．．．29 復興コーディネーター・マネージャー採用説明会・活動報告会



この文書の著作権は一般社団法人  ＲＣＦ復興支援チームに属しています。この文章の無断転載、複写等はご遠慮下さい。
Copyright © 2012  All Rights Reserved by RCF. 

本日のスケジュール	

Ø 被災地の現状の課題    19:30〜 

Ø RCF復興支援チームの今後のビジョンと取組み　19:45〜　  　　 
 
Ø 求める人材像と、採用プロセス　　　20:10〜 

Ø ETIC.右腕派遣プログラムのご紹介　　20:15〜 

Ø 質疑応答　　 20:25〜 
 
Ø 懇親会　　20:30〜 
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公式ウェブ　「みちのく仕事」	

n  右腕募集中のプロジェクト、現地インタビューの様子を更新し
ています。	

右腕の方々	
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n 代表　　藤沢　烈 (ふじさわ　れつ)	

（社）RCF復興支援チーム　代表理事	

外資コンサルティング会社勤務後、NPO・社会事業等に特

化したコンサルティング会社を経営。震災後、RCF復興支

援チームを設立し、情報分析や事業創造に取り組む。文部

科学省教育復興支援員も兼務	

n (社）RCF復興支援チーム　	

2011年4月、震災復興のための調査を行う団体として発足。

現在は復興事業立案、コーディネイトも含めた「復興支援プ

ロデューサー」集団として活動している	

団体紹介/代表紹介	

@retz	

藤沢烈（フィード購読）	

http://retz.seesaa.net/	
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