仙台コミュニティサイクル

DAT E B I K E

休日は、友人や家族と温泉へ行くことが多いです
ね。仙台駅から車で30分ほどで秋保温泉や作並
温泉といった温泉郷に行けることはとても魅力
的。紅葉の季節は特にお薦めなんです！

どこのサイクルポートでも自転車
の貸出・返却ができるシェアサイ
クルです。通勤やちょっとした外
出に利用する人も多いです。

好きな仙台名物 ずんだシェイク

手軽な
アウトドア
スポットが
たくさん！

太白区区民部
総務課

水の森公園キャンプ場

坪井 理生
仙台市出身
平成30年度採用

どの季節も
快適な気候！

美 術 や映 像 文化の活動 拠 点

せんだいメディアテーク

泉ヶ岳

秋保 大 滝
オンライン
面談も実施！
坪井 仙台は四季を通じてさまざまなイベントが楽しめ

坪井 確かに。暮らしやすさでいうと、交通アクセスも良

ますよね。仙台七夕まつりは例年大勢の観光客で

いですよね。地下鉄沿線に商業施設やレジャー施

賑わっていますし、定禅寺通りでのSENDAI光の

設も多く集まっていて、生活していて不便に感じる

特 集 ③ 「せんだい ✧ナビゲーター」による

仙台の魅力を語ろう！

佐藤 そうですね。僕は、都市と自然が調和した仙台の

佐藤 観光面での魅力もたくさんあるけど、住みやすい

街並みが好き。街路樹も多く、美しい景観を楽し

まちであることが一番の魅力だと思います。一市

みながら市街地を探索できるのは魅力です。

民として、せんだい✧ナビゲーターとして、これから

自然と都市が調和した政令指定都市・仙台の魅
力を、せんだい ✧ナビゲーターの3人がご紹介。
お薦めしたいことがたくさんあるんです！

こともないです。

ページェントもとってもきれいです！

中島 身近に自然を感じられるのはいいですよね。気候
面でも、夏は涼しく、冬の積雪量も多くないから、1

も仙台の魅力を伝えていきましょう！
中島・坪井 そうですね！

「せんだい ✧ナビゲーター」とは？

仙台市では、庁内各部局から推薦された主に20代〜30代
の若手職員が「せんだい✧ナビゲーター」となり、仕事のやり
がいや職場の雰囲気などをお伝えしています。
※
各種セミナー などで、職務経験に基づく「リアルな声」をお

届けしています。機会がありましたら、ぜひご参加ください！

年を通して過ごしやすいと感じます。

※各種セミナーについては P37 をご覧ください。

気軽に
観戦できる！
仕事帰りに野球やサッカーの試合を見に行く職員も多
いですね。個人的にはランニングが趣味で、豊かなみどり
を眺めながら走れる台原森林公園がお気に入りです。

好きな仙台名物 定義山の三角油揚げ
まちづくり政策局
防災環境都市・震災復興室

中島 由美

仙台市出身
平成26年度採用
（社会人採用）

ⒸRakuten Eagles

東北楽天ゴールデンイーグルス

仙台・青葉まつり

四季折々に
イベントが！

まちを彩るイベントが充実！見て楽しむ

SENDAI 光のページェント

ものから、自ら参加して楽しむことができ
るものまでバラエティに富んでいます。

好きな仙台名物 仙台マーボー焼そば
ⒸSENDAI 89ERS

仙台89ERS
7

ⒸVEGALTA SENDAI

ベガルタ仙台

教育局 総務企画部
学事課

佐藤 悠平
仙台市出身
平成29年度採用

仙台 七夕

全文版を市の
ホームページにて公開中！
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特集④

幅広い仕事、幅広い魅力。

おかえり、ようこそ。

U・I・J ターン組座談会

他県からＵターン、Ｉターン、Ｊターンして仙台市職員になった３名の皆さん

に、志望動機や仙台の魅力、入庁前に不安だったことなどを伺いました。

▼社会人を経験して仙台市職員を目指す方へ

鈴木 実際に働いてみてどう思いましたか？

最初の所
髙橋 仕事内容の幅が広いことにびっくりしました。

鈴木 休暇が取りやすいので、幼稚園行事への参加など、
子どもと関わる時間が増えました。仕事とプライベー
トのバランスが保てることも仙台市で働く魅力の一

属は区役所の高齢者福祉に関する部署だったので、
今

つだと思います。

とは仕事が全く違いました。
でも、
さまざまな部署を経

山根 仙台市で働くなかで前職の知識や経験が役立ってい

験できるのは、
仙台市職員ならではの魅力ですね。

仙台に行こう！きっかけは？

U

種調整などを担当しています。出身は福島県で、埼玉県の大学を卒業後、仙

髙橋 祐子
仙台市出身
平成28年度採用

台市役所に入庁しました。いわゆるJターンですね。

髙橋 ガス局の営業企画課に所属し、ガス機器を使った料理教室などを通してガス
の良さを伝える仕事をしています。小学5年生から高校3年生まで仙台で過ご
して東京都の大学に進学し、
Uターンで仙台市役所へ入庁しました。

山根 健康福祉局の保険年金課に所属し、後期高齢者医療制度を担当していま

が住むまちをより良くしていける仕事に就きたいと思って。

鈴木 なるほど。僕の場合は最初に勤めた会社が仙台市にあって、その時に、政令

兵庫県出身
平成30年度採用
（社会人採用）

J

指定都市である仙台市は東北の中でも特に活気があって、とても魅力的なま
ちだと感じたことがきっかけです。

髙橋 私は東京の大学に進学した当初、Uターン就職は頭になかったんです。でも
「やっぱり地元が好き！仙台で働きたい！」と気付いたことが決め手になり
ました。

福島県出身
平成30年度採用
（社会人採用）

れまでの経験を、今度はぜひ、仙台市のために生かし
てください！

髙橋 仙台以外のまちに住んだ経験や、外から見た仙台の
魅力を知っていることは、U・I・Jターン就職者ならで
はの大きな強みです。頑張ってください！

山根 仙台市出身でないと採用されないのでは…と不安に

思うかもしれませんが、関西出身の私も採用されてい

で大切なポイントです。

ます。安心して、自信を持ってチャレンジして下さい！

鈴木 確かにそうですよね。あとは、職 場の人間関 係が良
く、上司に対しても相談しやすいと思いました。同僚

の皆さんもさまざまな部署を経験しているので、勉強
になることが多いし、心強いです！
全文版や詳しいデータを市の
ホームページにて公開中！

暮らして分かる、仙台の魅力。

鈴木 山や海が近く、自然と触れ合う機会が多いことです

不安はあったが…すぐに解消！

ね。子育てには本当に良い環境です。一方で大きな

ことが不安でしたが、今は休日に家族とあちこち出かけて、楽しみながら仙

鈴木 太

鈴木 職場には仙台市出身ではない人もたくさんいます。こ

山根 仙台に住んでみて感じたことは？

鈴木 仙台市で働くにあたって、不安なことってありましたか？僕は地理に不慣れな
水道局 総務部
経営企画課

ことができて、プライベートとの両立がしやすいです。

髙橋 私は通勤時間の短さを推します！家から一番遠い区
分程度でした。ストレスなく通勤できることは私の中

鈴木 関西からいらしたんですね！どういったきっかけですか？

▼U・I・J ターンして仙台市職員を目指す方へ

山根 働きやすさの話だと、今の職場は、一人一人に担当業務

役所に通っていた時も、朝の通勤時間は地下鉄で30

山根 妻が仙台出身なんです。これからここで家庭を築いていこうと決めた時、自分

山根 佑太

タンスで仕事をしているのがすごい！と感じました。
が割り振られているので、自分の裁量で仕事を進める

Ｉターンになります。社会人経験者採用で入庁しました。

健康福祉局 保険高齢部
保険年金課

れたりした時、仙台市職員で良かった、と思います。

鈴木 僕は一緒に働く職員が、ほかの自治体とどう協力して
いくか、長期的な視点でみてどうか、といった大きなス

す。出身は兵庫県で、入庁前は大阪府で国家公務員として働いていたので、

I

能力を幅広い分野で生かすことができると思います。

れた方の悩みを解決できたり、適切な支援につなげら

鈴木 水道局の経営企画課に所属し、県やほかの自治体との水道事業に関する各
ガス局 営業推進部
営業企画課

ると感じています。仙台市では、社会人として培った

山根 市民の皆さんとの距離の近さを感じます。相談に来ら

台の勉強をしています。

髙橋 職場には宮城県など東北の大学を卒業した人が多く、入庁前から既にコミュ
ニティができているのではないかと心配でした。だけど、すぐに知り合いも増
えて、不安も解消されました。

山根 関西出身なので言葉や文化の違いが不安でした。でも、職場の皆さんが優し
くフォローしてくれて、今はすっかり慣れましたね。自分のほかにも東北や仙
台以外の出身者が多くて、それも励みになっています。

商業施設、水族館、温泉

施設 充実

、休日の遊び場に困らないです。

札幌

髙橋 東北各地の観光地へのアクセスもすごく良いですよ
ね。気軽に市外や県外に行けるし、おいしい食べ物が

函館

多いのも魅力！特にお魚がおいしいです。

飛行機で

約1時間10分

山根 確かに食べ物のおいしさには驚きました。普段買い

物をするスーパーでも、新鮮でおいしい食材が手に入

新幹線で約2時間30分

るから、毎日の食事が楽しみです。

髙橋 夏の暑さや湿気、冬の寒さや雪も比較的穏やかで、
一年を通して過ごしやすいことも魅力ですよね。

高速バスで約1時間

山形
福島

SENDAI
D ATA
9

53.5%

令和 2 年度に実 施した
採用試験の合格者のうち、
受 験 時の住 所が仙台市
ではない人の割合

家 賃 は 東 京と
比 較 して 水 準

7 割 弱※

S E N D A I ¥60,869

T O K Y O ¥90,321

通勤時間は
東京平均の

6 割ほど※

S E N D A I 28.8min

T O K Y O 44.5min

※平成30年住宅・土地統計調査 住宅及び世帯に関する基本集計

飛行機で

約1時間10分
飛行機で

約1時間30分
伊丹

小松

新幹線で約20分

東京

新幹線で

約1時間30分
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