
まちづくり政策局
デジタル戦略推進室

岩手県遠野市出身
平成27年度採用

小松 峻

事務

　スポーツや文化の振興、産業の活性化、
健康福祉や環境など市政のあらゆる分野で
の施策立案から、税務、ケースワーク、窓口
対応まで、さまざまな業務に携わります。配
属先は市民局や健康福祉局、各区役所など
の市長部局のほか、水道局や交通局などの
公営企業や教育局、議会事務局など、市役
所組織の全般にわたります。人事異動によ
りさまざまな部署に配属され、多種多様な仕
事を経験することになります。

　主に、区役所の保健福祉センターなど
で、食品衛生監視員や環境衛生監視員とし
て、市内の食品事業者や公衆浴場・旅館な
どに対し、営業許可の審査や監視指導など
を行います。食の安全や住まいの衛生に関
する市民からの相談に応じる業務に携わる
こともあります。また、衛生研究所や食品
監視センターなどで調査・研究などの専門
業務に従事することもあります。

　環境保全としての規制業務や環境調査、
各種分析業務などに従事します。環境や生
活衛生に関わる施設の届出審査や立入検
査、大気や水質の環境調査、上水（水道）や
下水（排水）の分析などにより、市民の健康
で安全な生活や、仙台の美しい自然環境を
保全する役割を担っています。配属先は、環
境局、建設局、水道局、健康福祉局のほか、
各区の衛生課などがあります。

　区役所の障害高齢課や保護課、児童相
談所などでケースワークや相談業務に携わ
るほか、健康福祉局や子供未来局での福
祉施策の企画立案・実施、事業者への指導
監督など、福祉分野を中心とした業務に幅
広く従事します。児童相談所では地区担当
の児童福祉司として、相談業務や児童の一
時保護・施設措置の決定などの業務を担い
ます。各区の保護課では担当地区のケース
ワーカーとして、保護費の決定や家庭訪問、
相談業務などを行います。

私の杜づくり
　デジタル化の推進など、
新しいことを率先して取り
入れることで、東北の中
心都市として他自治体の
模範となるまちにしていき
たいです。

私の杜づくり
　私自身が子育てをする
ようになり、改めて仙台の
まちの暮らしやすさを実感
しました。すべての人に、
同じように思ってもらえるま
ちをつくっていきたいです。

私の杜づくり
　いつでも安心・安全な
水を市民の皆さんに提供
できるよう、専門知識を生
かして業務に取り組み、活
気ある仙台のまちを支え
ていきたいです。

私の杜づくり
　行政・市民・事業者が協
働して衛生面の意識向上
に取り組み、食や水、生
活環境の安全・安心が守
られているまちにしていき
たいです。

化学
若林区保健福祉センター
保護課

岩手県盛岡市出身
平成27年度採用

星 明日香福祉

衛生
青葉区保健福祉センター
衛生課

仙台市出身
令和2年度採用

佐々木 志保

　環境保全としての規制業務や環境調査、
各種分析業務などに従事します。環境や生
活衛生に関わる施設の届出審査や立入検
査、大気や水質の環境調査、上水（水道）や
下水（排水）の分析などにより、市民の健康
で安全な生活や、仙台の美しい自然環境を
保全する役割を担っています。配属先は、環
境局、建設局、水道局、健康福祉局のほか、
各区の衛生課などがあります。

水道局浄水部
施設課

仙台市出身
平成22年度採用

早坂 泰彦

せんだいの職種図鑑

職員一人一人の業務内容や
1日のスケジュールは
ホームページで公開中！

19 20

　区役所の障害高齢課や保護課、児童相
談所などでケースワークや相談業務に携わ
るほか、健康福祉局や子供未来局での福
祉施策の企画立案・実施、事業者への指導
監督など、福祉分野を中心とした業務に幅
広く従事します。児童相談所では地区担当
の児童福祉司として、相談業務や児童の一
時保護・施設措置の決定などの業務を担い



建設局百年の杜推進部
百年の杜推進課

宮城県塩竃市出身
平成23年度採用

菅原 峻

　主に建設局や区役所で、都市公園や街
路樹の整備、維持管理に関する計画策定
から設計・積算、工事監督などを行います。
また、新たに建物が建築される際の緑化指
導や都市緑地の保全などに関する業務に
携わり、まちの緑化の中心的な役割を担い
ます。そのほかに、経済局で林業振興等に
関する業務に従事することもあります。「杜
の都・仙台」の基盤をさまざまな側面から支
える職種です。

　建築物が建築関係法令に適合しているかと
いう観点から審査・指導を行う業務や、より魅
力的な街並みづくりのための都市景観に係る
助言・指導などに携わります。また、市営住宅
や学校などの市有建築物の新築・改築などを
する際の設計や工事監督を行うほか、土木職
と共に区画整理や都市再開発に関する業務に
も携わっています。

　学校、市立病院、地下鉄といった、市の
施設などの機械設備や、ごみ処理工場、下
水浄化センターなどの大規模なプラントの
建設や運転・監視、維持管理を行います。
そのほかにも、施設計画に関する施策の検
討なども行います。市民の生活に欠かすこ
とのできない公共施設やライフラインの機
能を守る役割を担っているため、人々の暮
らしの基盤を支えていると強く実感できる
職種です。

　道路・公園の建設工事や補修工事、上下
水道や都市ガスの管きょ整備工事などの、
計画から設計・積算、さらには工事監督と、
土木事業の基本的な一連の業務に携わりま
す。また、都市の機能性と居住性を確保す
るため、土地の用途を地区ごとに決定した
り、渋滞解消のための交通政策を企画立
案・実施したりするなど、まちをより快適にす
るための仕事に広く携わっています。

私の杜づくり
　杜の都・仙台の重要な
都市個性である「みどり」
を創り、守ることで、働く・
暮らす・楽しむ場所として
のまちの魅力をより高め
ていきたいです。

私の杜づくり
　仙台の本来の魅力と新
たな魅力をつなぐための
ソフト面・ハード面のネッ
トワークの整備を大切に
し、市民に愛されるまちを
つくっていきたいです。

私の杜づくり
　安心な暮らしに不可欠な
災害に強いライフラインの
供給や、持続可能な施設運
営などの施策を通して、
「ずっと住みつづけられるま
ち」をつくっていきたいです。

私の杜づくり
　今ある住みやすさを生
かしながら、生涯を通しこ
こで過ごしたいと選んで
いただけるようなまちを目
指すために、自分の役割と
向き合っていきたいです。

造園

機械
建設局道路部
道路管理課

宮城県大崎市出身
平成22年度採用

佐々木 和寛

土木

建築
都市整備局計画部
都市計画課

仙台市出身
平成26年度採用

大塩 美里

交通局鉄道技術部
荒井管理事務所

山形県山形市出身
平成31年度採用

齋藤 宏人

せんだいの職種図鑑
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環境局施設部
葛岡工場

岩手県一関市出身
令和2年度採用

岩渕 努

　学校や庁舎、地下鉄など市有施設にあ
る電気設備の建設・維持管理を中心に、市
民生活に欠かせないライフラインの機能を
守る役割を担います。環境局・建設局・交通
局・ガス局など、さまざまな部署で、機械職
や建築職などと連携しながら業務を行いま
す。配属先によって業務内容や必要な知識
が異なるため、技術系に関わる幅広い知識
を身に付けることができます。

区役所の保健福祉センターや発達相談
支援センター、児童相談所、精神保健福祉
総合センターなどで、保健師やケースワー
カーなどと連携し、こころの健康や保健福
祉に関する相談業務などに携わります。ま
た、心理検査や面談だけでなく、関係機関
と連携しながら、対象者の地域生活支援業
務なども行います。専門知識を生かし、心
理判定員や精神保健福祉相談員、児童心
理司などとして活躍できる仕事です。

　主に区役所の保健福祉センターで、地域
住民の健康の保持増進、疾病の予防など、
在宅ケアのコーディネーターとして活動し、
子どもから高齢の方まであらゆる世代を対
象に、健康や介護、育児などの相談業務や
訪問指導を行います。また、健康や福祉に
関する施策の企画業務や発達相談支援セ
ンターでの相談業務など、保健・医療・福祉
に関する幅広い業務に携わります。

　主に、食肉や食品の安全性を確保するた
め、食肉衛生検査や食品衛生に関する監視指
導業務に携わるほか、動物の飼育や健康管
理、環境保全に関する調査・研究などの業務
に従事します。公衆衛生分野である食肉衛生
検査所、衛生研究所、食品監視センター、各
区の衛生課のほか、動物愛護の業務を行う動
物管理センター、動物の診療を行う八木山動
物公園など、配属先は多岐にわたります。

私の杜づくり
　世界的に直面している
環境問題に対応するため、
脱炭素や資源循環型社会
につながる取り組みを推
進し、持続可能なまちをつ
くり上げていきたいです。

私の杜づくり
　安心して生活ができる、
ずっと住み続けたいと思
えるまちにするために、専
門性を生かして「安全」を
保証し、「安心」を届けてい
きたいです。

私の杜づくり
　楽しく子育てできるまち
が目標です。コロナ禍で親
子が気軽に集える場が減っ
ているので、少しでも安心
して過ごせるようにお手伝
いをしていきたいです。

私の杜づくり
　福祉事業所や学校、病
院など、さまざまな関係機
関と連携しながら、困って
いる方や悩んでいる方が
相談しやすいまちを目指
したいです。

電気

獣医師 保健師
健康福祉局保健衛生部
食肉衛生検査所

仙台市出身
平成22年度採用

狩野 真由子

　学校や庁舎、地下鉄など市有施設にあ
る電気設備の建設・維持管理を中心に、市
民生活に欠かせないライフラインの機能を
守る役割を担います。環境局・建設局・交通
局・ガス局など、さまざまな部署で、機械職
や建築職などと連携しながら業務を行いま
す。配属先によって業務内容や必要な知識
が異なるため、技術系に関わる幅広い知識

心理
子供未来局
児童相談所相談指導課

宮城県松島町出身
平成30年度採用

高沢 奈央

泉区保健福祉センター
家庭健康課

秋田県秋田市出身
平成23年度採用

萩野 千景

せんだいの職種図鑑
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　福祉事業所や学校、病

相談しやすいまちを目指



教育局
高森東小学校

仙台市出身
平成29年度採用

古川 詩穂里

　市立の小学校・中学校・高等学校などに
おいて、学校教育に関する事務全般を担当
します。学校の歳入・歳出に関わる会計事
務、調査統計、教職員の給与や旅費の支
給、福利厚生事務、施設の維持・管理など、
幅広い業務を担います。最近では、学校運
営全体のマネジメントに関わる役割も期待
されています。

　主に、学校給食施設や保育所、区役所の
保健福祉センター、市立病院に配属されてい
ます。学校給食施設や保育所では、献立作
成や給食に使用する食材の発注・検収、在
庫管理などのほか、食の大切さを子どもた
ちに伝える「食育」を実践しています。また、
区役所の保健福祉センターでは、地域住民
を対象とした栄養教室を開催するなど、健
康増進や疾病予防に取り組んでいます。市
立病院では、治療食の献立作成や患者への
栄養指導を行います。

　文化財の保存、保護、活用を目的に、史
跡地の保存・整備・管理、埋蔵文化財包蔵
地（遺跡）内での発掘調査、天然記念物の
保護のほか、民俗芸能のつどいや、発掘調
査の成果を紹介する文化財展の開催、市
内の小・中学校への出前授業、市民向けの
出前講座、普及啓発活動など、幅広い業務
に携わります。主に文化財課に所属し、建
築、民俗、考古学などさまざまな専門分野
の職員と連携して業務を行っています。

　主に市立保育所において、子どもたちの
日常生活における保育業務を行います。一
人一人の個性や資質を理解して、子どもた
ちの健やかな育ちと保護者の子育てを支え
ているほか、地域の子育て家庭の交流促
進や相談対応などの地域子育て支援事業
も行っています。また、児童相談所での一
時保護業務や発達支援センターでの相談
支援業務を行うなど、福祉施設での業務に
も携わっています。

私の杜づくり
　子どもたちがのびのび
成長できるようなまちにし
ていきたいです。子どもた
ちの健やかな成長が、仙
台の未来につながること
を願っています。

私の杜づくり
　子どもから大人まで住み
やすいまちをつくるため、
専門性を生かして子どもの
可能性を引き出し、子育て
をサポートしていくことを
大切にしていきたいです。

私の杜づくり
　地域の歴史を身近に感
じられ、大切にしているま
ちの一員として、連綿と受
け継がれてきた歴史を伝
えながら、まちの発展に
貢献していきたいです。

私の杜づくり
　健康で笑顔あふれる元
気なまちであってほしいと
いう願いを込めて、これ
からも食を通して市民の
健康をサポートしていきた
いです。

保育士
子供未来局幼稚園・保育部
運営支援課落合保育所

仙台市出身
平成31年度採用

瀧田 康葉

学校事務 栄養士
教育局総務企画部
南吉成学校給食センター

仙台市出身
平成22年度採用

鈴木 菜津美

教育局生涯学習部
文化財課

青森県五戸町出身
平成29年度採用

三浦 一樹

せんだいの職種図鑑

　主に市立保育所において、子どもたちの
日常生活における保育業務を行います。一
人一人の個性や資質を理解して、子どもた
ちの健やかな育ちと保護者の子育てを支え
ているほか、地域の子育て家庭の交流促
進や相談対応などの地域子育て支援事業
も行っています。また、児童相談所での一
時保護業務や発達支援センターでの相談
支援業務を行うなど、福祉施設での業務に
も携わっています。

文化財主事
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消防士
消防局青葉消防署
警防課

仙台市出身
平成30年度採用

山口 美空

　火災発生時の消火活動のほか、救助活動
や救急活動といった災害対応業務、119番
通報に対して迅速に対応する指令業務、火
災予防のための建築物に対する指導や立入
検査を行う予防業務に携わります。部隊編
成としては、消火活動を主任務とする警防
隊、傷病者を医療機関へ搬送する救急隊、
人命救助の最前線で活動する特別消防隊
（レスキュー隊）などがあります。また、市民
に対する防火意識の普及啓発や、地域での
研修・訓練などの取り組みも進めています。

　八木山動物公園において、主に動物の
飼育や健康管理、園内イベントの企画・運
営、教育普及活動を行います。動物舎や放
飼（ほうし）場の清掃、動物たちへの給餌も
大切な仕事です。ほかにも、希少種の繁殖
や種の保存事業、調査研究にも従事しま
す。現在の動物園には、福祉や倫理に配慮
した飼育や学びの場としての機能が求めら
れており、動物飼育員には多様性が求めら
れています。

私の杜づくり
　東日本大震災を経験し
ている唯一の百万都市と
して、経験を後世に伝え、
災害時には共に助け合え
る、災害に強いまちをつ
くっていきたいです。

私の杜づくり
　市民一人一人が豊かな自
然を大切にする、という自覚
を持ったまちが理想です。動
物の暮らしを守ることにもつ
ながるので、動物園での環境
教育にも取り組んでいます。

建設局
八木山動物公園飼育展示課

宮城県石巻市出身
平成31年度採用

相澤 里

動物飼育員

せんだいの職種図鑑

　仙台市の基幹交通である地下鉄南北線
と東西線の運転業務を行う運転士や、地下
鉄駅で券売機や改札機の操作案内などの
窓口業務を行う駅務員として、安全安心で
快適な市民の足を担う業務に従事します。
時には、改札機の異常時の初期対応、急
病人・けが人の救護や災害時の安全確保に
当たるなど、業務内容は多岐にわたります。

私の杜づくり
　地下鉄東西線が開業し
て6年が経過し、沿線は
にぎわいを増しています。
南北線とあわせて、ます
ます便利で楽しいまちを
つくっていきたいです。

交通局鉄道管理部
運転課

仙台市出身
平成29年度採用

髙橋 彩

　市立病院のスタッフとして、患者の生命
と健康を守るため、３交替勤務で看護業務
に従事しています。配属先には、各診療科
の病棟・外来、救命救急センターなどがあ
ります。市立病院は内科や外科をはじめ、
25の診療科のある総合病院として、また、
地域の中核的病院として、24時間診療体
制の救急医療や、最新の医療機器などを用
いた高度医療を行っています。

私の杜づくり

　助産師としての専門性
を生かしたさまざまな情報
を発信することで、すべて
の女性と子どもたちが安
心して暮らしていけるまち
づくりを目指します。

看護師

高速鉄道運輸職員

仙台市立病院看護部

宮城県松島町出身
平成25年度採用

浅野 夕貴
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※看護師として採用後、
　助産師国家資格を取得。
　現在は助産師として勤務

　仙台市の基幹交通である地下鉄南北線
と東西線の運転業務を行う運転士や、地下
鉄駅で券売機や改札機の操作案内などの
窓口業務を行う駅務員として、安全安心で
快適な市民の足を担う業務に従事します。
時には、改札機の異常時の初期対応、急
病人・けが人の救護や災害時の安全確保に
当たるなど、業務内容は多岐にわたります。

　八木山動物公園において、主に動物の
飼育や健康管理、園内イベントの企画・運
営、教育普及活動を行います。動物舎や放
飼（ほうし）場の清掃、動物たちへの給餌も
大切な仕事です。ほかにも、希少種の繁殖
や種の保存事業、調査研究にも従事しま
す。現在の動物園には、福祉や倫理に配慮
した飼育や学びの場としての機能が求めら
れており、動物飼育員には多様性が求めら
れています。

八木山動物公園飼育展示課

　八木山動物公園において、主に動物の


