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岩手県大船渡市 椿の里づくり戦略コーディネーター
被災自治体での復興事業のディレクターほか

東北まちづくりと復興事業の人材公募にビズリーチが全面協力
株式会社ビズリーチ（所在地：東京都渋谷区/代表
取締役社長：南 壮一郎）が運営する管理職・グロー
バル人材に特化した会員制転職サイト「ビズリーチ」
は、東北まちづくりと、復興事業の人材公募に全面協
力します。公募するのは、RCF 復興支援チームと日
本財団「WORK FOR 東北」の案件で、岩手県大船渡
市の椿の里づくり戦略コーディネーターなどのポジ
ションを 2015 年 4 月 9 日から 5 月 6 日まで、ビズ
リーチの特設サイト上で募集します。
特設サイト URL：https://www.bizreach.jp/content/executive/rcf

岩手県大船渡市の「椿の里づくり戦略コーディネーター」について
岩手県大船渡市はヤブツバキが自生する太平洋沿岸の北限地域であり、古くから暮らしの中で椿の
実を絞った椿油が利用されてきました。今回、大船渡市の市の花ともなっているこの「椿」の利活用
を一層進め、
「椿」を軸としたコミュニティの再構築などのまちづくりを推進するビジネスプロフェ
ッショナルを現地コーディネーターとして募集します。
気仙地域の大船渡市・陸前高田市では、株式会社資生堂の商標が「花椿」であるというご縁から、
資生堂も復興支援活動に携わっており、今回の人材募集においても応援をいただいています。この
地域ではほかにも椿を活用してまちを盛り上げようとする多くの団体があり、着任後は地域住民や
現地事業者、NPO、資生堂、行政等の関係者とともに、まちづくりを進めていくことになります。
ビズリーチ会員の 80％が「社会を変革するためにソーシャルビジネス業界で働くことに興味あり」
会員制転職サイト「ビズリーチ」の登録会員に行ったアンケートによると、80％が「社会を変革
するために NPO などのソーシャルビジネス業界で働くことに興味がある」と回答しており、社会
貢献に協力する意識の高さや地方創生への興味の高さがうかがえます。
一般社団法人 RCF 復興支援チーム 代表理事 藤沢 烈 氏 コメント
「2011 年、私たちは、東北沖で発生した地震による未曽有の大災害を経験し
ました。あれから 4 年、今、東北で起きているのは、未来の日本社会をつくる
動きです。少子高齢化・労働人口の減少が進む日本において、地方創生は大きな
課題であり、東北はまさにその課題先端地域です。一次産業に付加価値を与えて
少人数でも仕事ができる仕組みや、東北でつくったものを世界で売る仕組みを
整えるなど、試行錯誤しながら未来の社会をつくっています。私たち RCF のミッ
ションは、そうした東北の各地域と都市、行政と企業をつなげ、コーディネートすることです。
山積みの課題やニーズに対して、それを解決に導く、
『若きビジネスプロフェッショナル』が圧倒的
に足りません。社会基点で物事をとらえて新しいビジネスを生み出し、働き方やビジネス、行政を変

え、これからの日本社会をつくっていく、そんなキャリア価値の高い『復興コーディネーター』人材
をビズリーチで公募します。若きビジネスプロフェッショナルにとって、プロジェクトに関わったと
いう貴重な経験と特別なキャリアは、今後のキャリアアップに十分活かせると考えます」
「新しい東北をつくる」復興コーディネーター・ディレクター人材公募 概要
・募集期間： 2015 年 4 月 9 日～2015 年 5 月 6 日
・応募方法： ビズリーチサイトから応募
・募集特設ページ：https://www.bizreach.jp/content/executive/rcf
・参画団体・プロジェクトの募集要項： 下記の表をご覧ください
大船渡市「平成 27 年度大船渡市椿利活用推進業務」
（募集団体：一般社団法人 RCF 復興支援チーム）
役職・部署名 椿利活用推進支援員 （椿の里づくり戦略コーディネーター）
業務内容

・椿利活用における関係者（自治体、現地事業者、地域住民、NPO 等）の現状調査
・椿利活用関係者との座組み形成
・上記座組みでの椿利活用計画立案（3 年計画）
・椿利活用上の生産、流通、消費等の実行サポート
・椿利活用のための市内外に向けたイベント企画、実施
・委託者、受託者、復興支援員等がメンバーとなる全体連絡会議への参加
・その他、椿利活用推進に関する必要業務

勤務地

岩手県大船渡市
一般社団法人 RCF 復興支援チーム

役職・部署名 社会事業コーディネーター（産業支援・コミュニティ支援・人材支援）
業務内容

・行政・企業等への復興支援を中心に地域課題解決に関するコンサルティング、
および支援企画の提案
・現地の自治体や学校、事業者、NPO にヒアリングし、課題やニーズを把握
・プロジェクト企画業務（企画書の作成・提案、調査、被災地での折衝等）
・プロジェクト企画の実行（地元市町村・企業・学校・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

勤務地

東京都
被災市町村（日本財団「WORK FOR 東北」
）

役職・部署名 被災地の産業再生・地域活性化を担う「復興事業ディレクター」
業務内容

各被災自治体で求められている産業再生、まちづくり、人材育成などの復興支援
業務を担っていただきます。現地において公務員などの立場で業務をご担当いた
だきます。

勤務地

被災 3 県（岩手県・宮城県・福島県）の市町村

【参考：ビズリーチ会員アンケート結果】
■ 80％が「社会を変革するために NPO などのソーシャルビジネス業界で働くことに興味あり」
Q：日本社会や世界を変革するために NPO などのソーシャルビジネス業界で働くことに興味はあり
ますか。
はい

80%

いいえ

20%

■ 61％が「やりがいがあれば、前職より年収が下がっても構わない」
Q：転職してやりがいのある仕事ができるなら、前職より年収が下がっても構わないと考えています
か。
はい

61%

いいえ

39%

■ 調査概要
・実施期間：2014 年 9 月 1 日～9 月 8 日
・対象：ビズリーチ会員のビジネスパーソン:1,660 名
・年齢：20 代：3% 30 代：19% 40 代：40% 50 代：31% 60 代以上：7%
・男女比：男性：85% 女性：15%
・平均年収：1,066 万円
■RCF 復興支援チームについて http://rcf311.com/
RCF 復興支援チームは、2011 年 9 月にマッキンゼー出身の藤沢烈が設立。震災復興に向けて、事業
立案・関係者間の調整等を担う「復興コーディネーター」として活動。専任スタッフは約 60 名。
■日本財団「WORK FOR 東北」について http://www.work-for-tohoku.org/
日本財団「WORK FOR 東北」は、被災地が必要とする人材を、主に被災地の外から現地に送り込む
ことを目的としたプロジェクトです（復興庁との協働事業）
。官と民間企業、そして個人の能力を
マッチングさせることで、東北の復興を支援し、より強く、柔軟な地域をつくることを目指していま
す。2013 年 10 月の事業開始から、50 名以上の民間出身の方の被災地への就業をサポートしてき
ました。
■管理職・グローバル人材に特化した転職サイト「ビズリーチ」について
ビジネスパーソン、国内外の優良・成長企業、各業界に精通した一流ヘッドハンターの 3 者を最適
かつ効率的にマッチングしています。ビズリーチは企業と求職者が直接やりとりできるプラット
ホームがなかった人材業界において、人材データベースを企業に開放することで採用市場を可視化
しました。企業が求職者へ主体的にアプローチすることで、既存の採用ツールよりも、優秀な人材を
より早く・安く採用できるようになりました。また、求職者も今まで知りえなかった企業から
アプローチされることで、キャリアの可能性と選択肢を最大化できます。現在は大手企業を中心に
３,100 社、登録ヘッドハンター1,200 名、45 万人の会員の方にご利用いただいています。
https://www.bizreach.jp/pages/service/about/

■株式会社ビズリーチについて http://www.bizreach.co.jp/
「インターネットの力で、世の中の選択肢と可能性を広げていく」をミッションとし、人材領域と教
育分野のインターネットサービスを運営。東京本社のほか、大阪、シンガポールに拠点を持ち、社員
数は 404 名（2015 年 3 月現在・役員除く）
。管理職・グローバル人材に特化した会員制の転職サイ
ト「ビズリーチ」やそのアジア版「RegionUP（リージョンアップ）
」
、20 代のためのレコメンド型転
職サイト「careertrek（キャリアトレック）
」
、友だちとクイズで競える学習アプリ「zuknow（ズノ
ウ）
」
、お腹を空かせた学生のための肉食就活サイト「ニクリーチ」などを展開。
説明会(主催：一般社団法人 RCF 復興支援チーム)を下記日程にて開催いたします。
ご取材ご希望の方はお問い合わせください。
１）
「椿の里づくり戦略コーディネーター」の業務内容説明会
・日時：2015 年 4 月 24 日（金）19:00～20:30 （予定）
・場所：TIP*S/3×3Labo
東京都千代田区大手町 2-6-2 日本ビル 6F 662 区 （東京駅徒歩 1 分)

2）一般社団法人 RCF 復興支援チーム 説明会
・日時：2015 年 4 月 25 日（土）14:00～16:30 （開場：13:30）
・場所：TIP*S/3×3Labo
東京都千代田区大手町 2-6-2 日本ビル 6F 662 区 （東京駅徒歩 1 分）
・定員：50 名
※参加ご希望の方は必ず事前のご登録が必要です。当日は求職者の方が参加されますので、
撮影に一部制限をさせていただきます。ご了承ください。

本件に関するお問い合わせ先
株式会社ビズリーチ 広報担当
東京都渋谷区渋谷 2-15-1
お問い合せはこちら
URL：http://www.bizreach.co.jp/
Facebook：株式会社ビズリーチ
Twitter：@bizreach_pr
LinkedIn：株式会社ビズリーチ

