
「自分の知識・経験をほかの職員に伝えることも重要な役割」と
話す小野さん。係長となってからは、調整の仕事にも楽しみを
感じるといいます。

若林区建設部街並み形成課

宮城県亘理町出身  平成25年度採用
小野 勝彦

民間企業の目線が
新たな発想を生み出す。

設計事務所 建築

CASE

2
　転職のきっかけは東日本大震災です。これま
で培った知識を生かし、復興に貢献したいと思
いました。入庁後は建築の専門知識をお持ち
でない方と接することが多く、専門的なことを
理解し納得していただけるよう、常に相手の目
線を意識しています。現所属では、町内会など
と連携して地域の防災意識を高める活動を行う
など、新しい取り組みにも挑戦しています。

知識・経験を、地域のために。

民間の防災対応との違いに難しさを感じることがある一方、専
門的な知識の面で職員に頼られることもあり、やりがいにつな
がっています。

気象予報士 事務

CASE

3

危機管理局防災・減災部防災計画課

 青森県弘前市出身  平成30年度採用
齋藤 哲彦

気象災害を未然に防ぐ
手助けがしたい。

　前職では、大雨時などに事業者や自治体に防
災気象予測情報を提供し、注意喚起を行ってい
ましたが、被害を防げないこともありました。そ
のことにもどかしさを感じ、自分のスキルをもっと
防災に生かしたいと思ったのが転職のきっかけ
です。現在は、災害対応に関するマニュアルの
見直しや避難情報のデータ整備など、被害を最
小限に抑えるための業務を担っています。

気象予報士のスキルを生かせる場。

　現所属では新たな広報施策の企画を任せら
れ、市のLINE公式アカウントを立ち上げまし
た。また、YouTubeの仙台市公式動画チャンネ
ル「せんだいTube」の運用を見直し、より幅広
く有益な情報を届けられるように改善しました。
前職で培った、課題を洗い出し、時代やニーズ
を読み取る力を、市民の暮らしにつながる施策
に生かせることにやりがいを感じています。

市民の役に立っているという実感。社会人経験者だからできること。特集 3

マーケティング
リサーチ 事務

CASE

1

総務局広報課

岩手県盛岡市出身  平成23年度採用
今野 早苗

市民のニーズを見極め
さまざまな課題に柔軟に対応する。

新型コロナワクチン接種のインターネット予約解説動画の企画
も担当。レポートやアンケートの作成経験が、わかりやすい情
報発信に生かされています。

平成23年

平成27年
平成31年
令和2年

4月～
5月～
4月～
4月～
4月～
7月～

総務企画局人材育成部人事課
健康福祉局保険高齢部高齢企画課
まちづくり政策局政策企画部政策企画課
同上 主査（昇任）
総務局広報課　主査
同上　係長

平成25年
平成28年
令和2年

4月～
4月～
4月～

都市整備局公共建築部市営住宅課
太白区建設部街並み形成課
若林区建設部街並み形成課 係長（昇任）

平成30年
（令和3年４月～　組織改編により危機管理局防災・減災部防災計画課）

4月～ 危機管理室防災計画課
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　仙台市では、民間企業などでの職務経験を通して培われた能力を市政に生かしていただくため、
社会人経験者を対象とした採用試験を実施しています。試験は、事務・土木・建築・機械・電気の５つ
の職種があり、採用された方は即戦力としてさまざまな部署で活躍しています。

仙台市の組織

市　
長

副
市
長

危機管理局 危機管理・防災

部　局 主な業務・事業
令和２年度の試験（選考）に

合格した採用者の配属状況（数字は人数）

総務局 秘書・広報・事務管理・人事・給与 事務3

まちづくり政策局 重要施策の企画及び調整・統計・
震災復興施策の調整・情報化推進 事務4 電気2

財政局 予算・税・用地 事務17

市民局 区政・市民生活・協働まちづくり 事務2

健康福祉局 社会福祉・社会保障・保健衛生 事務18 福祉1 衛生2 土木1 
獣医師4 心理1 保健師6

子供未来局 子供の保健福祉及び健全育成 事務5 福祉7 心理2 保育士21

環境局 環境保全・公害防止・廃棄物処理・清掃 事務3 機械1 電気2 化学3

経済局 商業・工業・農林水産業の振興 事務7 土木1

文化観光局 国際交流・観光・文化及びスポーツの振興 事務1

都市整備局 都市計画・区画整理・市街地再開発・
住宅・建築及び営繕 事務2 土木4 建築5 機械1 電気1 

建設局 道路・緑地・公園・下水道・河川 事務2 土木11 機械2 電気2 
化学1 造園1 動物飼育員2

区役所（５） 地域振興・住民記録・税・保健・福祉・
道路・公園

事務73 福祉2 衛生7 土木6 建築1 造園1 
心理2 保健師16 栄養士1 歯科衛生士3 

消防局 消防・救急 消防士28

水道局 水道 事務1 衛生1 土木5 建築1 機械2 
電気2 化学1

交通局 バス・地下鉄 事務3 建築1 機械3 電気3 
高速鉄道運輸職員11

ガス局 ガス 事務2 土木1 建築1 機械1 電気3

市立病院 病院

会計室 会計・決算

教育局 学校教育・生涯学習 事務4 土木1 建築1 栄養士2 
学校事務12　文化財主事2

事務局 選挙事務

事務局 選挙事務

事務局 公平審査・給与勧告・職員採用

監査事務局 監査

事務局 農地調整

固定資産評価審査

議会事務局

教育委員会

選挙管理委員会

区選挙管理委員会（５）

人事委員会

監査委員

農業委員会

固定資産評価審査委員会

議　会 議会事務・調査

看護師18 看護師（任期付）11 診療情報管理士3 医療
ソーシャルワーカー2 薬剤師1 臨床検査技師1

※組織図は令和４年１月現在のものです。

◎社会人経験者採用試験の
　受験者数と合格者数の推移

◎前職の例

◎社会人経験者の給与（例）

※ なお、人数は各職種（事務・土木・建築・機械・電気）の合計です。

受験者数（合計） 合格者数（合計）

H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31 R2 R3
0

200

400

600

800

0

20

40

60

80
767767

3232

758758

2323

613613

2424

635635

合格者数は増加傾向合格者数は増加傾向

4646

709709

5353

749749

5656

687687

5353

731731

7373

754754
7979

　初任給は、大学卒業直後に民間企業で正社員として一定期間勤務し、その後に採用された場合、地域手当を含め、上記の
とおりです。（令和４年１月１日現在）。なお、学歴や職歴によっては、この額に一定の基準に基づいて加算された金額となること
があります。（ただし、条例により定められた上限額があります。）
　給与は、上記のほか、期末・勤勉手当、扶養手当、通勤手当、住居手当等がそれぞれの支給要件にしたがって支給されます。

民間企業における勤務期間

民間企業８年（採用時30歳） 約241,600円 約259,300円

民間企業13年（採用時35歳） 約267,800円 約285,100円

民間企業18年（採用時40歳） 約293,800円 約310,400円

事　務 技術系

建設コンサル 土　木

ゼネコン 建　築

工場設備の
維持・管理

機　械地方銀行の営業 事　務

電　気発電所の電気設備
の保守管理

◎昇任制度（キャリアアップ）
　社会人経験者として仙台市に採用された方は、採用前の役職等に関わらず、主事や技師の職からスタートし、勤務成績等に応じ
て主任へと昇進します。
　主任から係長職への昇任においては、「係長職昇任試験」が行われています。受験資格は、30歳以上かつ仙台市職員とし
ての勤務実績が5年以上ですが、34歳以上であれば、仙台市職員としての勤務実績が1年以上で受験すること
ができます。
　令和4年1月現在、これまで社会人経験者として採用された職員のうち約100人が係長職以上の職に就いており、市政の中核を
担う人材として、さまざまな分野で活躍しています。（昇任制度については37ページもご参照ください）
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