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任期付職員（土木技師）募集

宮城県角田市
かく だ

～ 令和元年 「東日本台風」 被害からの復旧に力を貸してください ～

江尻字木所前（高倉川決壊の様子）

角田市の紹介（その１）

仙台市から南に約40kmの宮
城県の南部に位置

 アクセス･･･仙台から電車で
約50分、車で約60分

西は蔵王連峰の裾野、東は
阿武隈山地の最北端に囲ま
れた小盆地

市域の中央を阿武隈川が南
北に貫流

中央部に市街地があり、周辺
部に農地が広がる田園都市
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角田市の紹介（その２）

人口 28,384人（令和２年7月31日現在）

面積 147.53k㎡

平均気温 11.8℃（平成30年仙台管区気象台）

主な産業 農業、工業

特産物 米、大豆（秘伝豆）、梅干し

市制施行 昭和33年10月1日
※平成30年（2018年）に市制施行60年を迎えました。

国指定重要文化財「高蔵寺阿弥陀堂」

Ｈ２ロケット実物大模型

角田市の紹介（その３）

総合体育館

屋内温水プール

角田市では、角田中央公園（愛称:かくだスポーツビレッジ
略称:Ｋスポ）に、スポーツ施設等が集約されています。

野球場

交通公園

陸上競技場

テニスコート

加えて、隣接する県道沿いには2019年4月
19日にオープンした「道の駅かくだ」があり、
スポーツ施設を利用する方以外にも多くの人々
が集う、新たな観光スポットとなっています。
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角田市の紹介（その４）
町中には、郷土資料館、市民センターや図書館などの教育・

文化施設も充実しています。

台山公園（スペースタワー・コスモハウス）

角田市市民センター （かくだ田園ホール） かくだ田園ホール内

角田市郷土資料館

角田市図書館（子ども図書館併設）

角田市の紹介（その５）

角田市では、地域の魅力発信の方法として、「『５つの❝め❞』
によるブランドづくり」を推進しています。
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安心安全の美味
しい角田産米

角田は県内有数の米ど
ころ。角田で生産され
る米の9割は農薬・化学
肥料を減らした特別栽
培米。代表的な品種は
ひとめぼれ。
米を使用した米粉の商
品開発も行われている。

大地の恵み、
角田産大豆

転作作物として大豆の
生産も盛ん。中でも
「秘伝豆」という「色
よし、味よし、香りよ
し」の大豆は宮城名物
「ずんだ」の原料とし
て一級品の品質を誇る。
角田市内では秘伝豆ス
イーツの商品開発も進
んでいる。

伝統の味、手作
り梅干し

「梅花の里かくだ」と
言われるほどの梅の産
地。シソと梅のみで
作った無添加の梅干し
が特産。
日本で1人、市内に「梅
干しマイスター」とい
う梅加工の名人がいる。
（佐藤きい子さん）

宇宙への夢、未
来への夢

市の中心部、台山公園に
そびえ立つＨ－Ⅱロケッ
トは角田市のシンボル。
また、全国でも数県しか
ないＪＡＸＡ宇宙航空研
究開発機構の研究施設が
市内にあり、ロケットエ
ンジンの研究・開発が行
われている。
市では平成2年より「明日
の宇宙を拓くまちづくり
事業」を実施している。

伊達政宗の次女、
牟宇姫

約400年前、角田三代館
主石川宗敬に輿入れ。
政宗に大変可愛がられ、
当時の政宗との手紙が
現在も残っている。
また、牟宇姫が持参し
たと言い伝えられる雛
人形は豪華絢爛。
毎年２月～３月に一般
公開されている。

令和元年１０月１２日（土）～１３日（日）
に襲来した、台風第１９号（令和元年東日本台
風）により、市内各所で甚大な被害を被った、
未曽有の大災害となりました。

・降り始めからの総雨量: 404㎜（年間平均降水量:1,012㎜）
・避難者数（最大値） : 489世帯1,030人（全世帯数:約11,000世帯）
・り災証明発行件数 :1,535件（全壊 13件、大規模半壊 144件、

半壊 657件、一部損壊 721件）

この角田市において・・・・
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台風の被害状況（概要）

①人的被害･･････死者１名、軽症者４名
②住宅被害･･････床上浸水 ７３６世帯

床下浸水 ８０６世帯
土砂崩れ ２世帯
突風被害 １８世帯

③農作物被害････被害総額 約９億３千万円
④公共土木施設、農林業用施設等被害 ※詳細は次ページ

被害総額 約２２億６千万円
⑤商工業被害････被害総額 約９億４千万円
⑥その他施設････被害総額 約２億６千万円

★詳細は市HPへ掲載しています。 http://www.city.kakuda.lg.jp/bosai/page00189.shtml

公共土木施設、農林業用施設等被害状況
（１）公共土木施設等被害状況 被害総額:約15億3,500万円

①道路 ４４４か所
②河川 １１２か所
③橋りょう １２か所
④公園 １０か所
⑤公共下水道 ９か所

（２）農林業用施設等被害状況 被害総額:約17億3,000万円
①ため池 ２８か所
②水路 ４９５か所
③農道 １７７か所
④農地 ４５か所
⑤林道 ２５か所
⑥機場 ４５か所
⑦農業集落排水 ２か所
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その他の被災状況写真

市役所屋上から西側を撮影 庄司堀川（支流）決壊 仙石林道道路陥没

国道１１３号線道路脇の稲わら 自衛隊による救助 図書館の排水作業

これらの被害に対応するため、全国から数多くの応援をいた
だきました。

全国からの支援

★災害派遣受入内容 計 ５３自治体 延べ２，７５２人
（１）相互援助協定に基づく災害派遣 ３自治体 延べ ４７９人
（２）地方自治法に基づく災害派遣 ２自治体 延べ １５２人
（３）被災市区町村応援職員確保システムに基づく災害派遣 ４０自治体 延べ１，５９２人
（４）その他（独自派遣等） ９自治体 延べ ５２９人
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任期付職員の募集
全国からの応援のおかげで、応急作業は予定どおり対応できましたが、

施設等の復旧作業（工事）については、令和２年度中の完了を目指して、
本市の職員も精一杯頑張っておりますが、令和３年度から本格的に防災
減災対策事業を予定しており、対策工事に携わる人手（特に技術職員）
が足りません。
そこで、次のとおり「任期付職員」を募集いたします。

★職種及び募集人数

土木技師 ３名
【内訳】（１）土木技師（公共土木） １名

（２）土木技師（農業土木） ２名
※詳細については次ページ

募集内容

（１）任用期間 令和３年４月１日～令和４年３月３１日（１年間）

（２）応募資格 高校・大学等で「土木分野の学科」等を修了した方

（３）年 齢 不問（健康な方であれば、どなたでも応募いただけます。）

（４）選考方法 １次試験:書類審査 〔8/17～9/16〕
２次試験:人物審査（面接） 〔10/11〕

（５）申込方法 令和２年９月１６日（水）までに次の書類を提出
①令和２年度角田市職員（任期付）採用試験申込書
②面接カード
※申込にかかる様式は、角田市ＨＰからも取得いただけます。
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任用条件、待遇等
（１）勤務時間 午前８時３０分～午後５時１５分（うち、休憩1時間）

（２）休日等 土曜・日曜日、国民の祝日及び年末年始 等

（３）給 料 正職員と同じ方法で計算されます。
基礎額は、最終学歴が「高卒者」の場合 150,600円

「大卒者」の場合 171,700円
この額に、前職等の職歴があれば加算されます。
（参考例）前職が技術職で、経験年数が１０年ある高卒者の場合 202,400円

〃 経験年数が２０年ある高卒者の場合 249,400円
〃 経験年数が３０年ある高卒者の場合 283,100円

（４）手 当 期末・勤勉手当、通勤手当、住居手当、扶養手当 等

（５）社会保険 加入あり（宮城県市町村職員共済組合へ加入）

（６）退職手当 支給あり（宮城県市町村職員退職手当組合へ加入）

本日は、限られた時間の中で「角田市の紹介」や「台風の被害
状況」をご案内させていただきました。
災害前の状況に戻るまで、今しばらくの時間が必要ですが、

１日でも早く復旧できるよう、皆様のお力をお貸しください。

よろしくお願いいたします。

最後に・・・


