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仙台市からのお知らせ

新規採用職員研修

職員採用セミナーのお知らせ

　採用1年目には、配属先で担当業

務を身につけるとともに、職員研修所

などで新規採用職員研修を受講し、

市職員として必要な知識・スキルを

段階的に習得します。

　 前期［4月］
市の仕事、コンプライアンス、接遇マ

ナーや仕事の進め方など、市職員とし

ての基礎知識を学びます。

中期［7月］・後期［12月］
市職員としての行動規範、職務の基

本的知識、仕事を実践するための心

構えやスキル、これからのキャリア形

成について学びます。

　職員研修所では、勤務年数や昇任昇格に合わせて必要

な知識・スキルの習得や能力の向上を図る「基本研修」や、

意識改革・意欲向上、業務遂行能力、コミュニケーション能

力、折衝・交渉能力、政策形成能力向上を図る「特別研修」

などが行われています。また、高度で専門的な知識や公務

員としての意識を習得するための国内派遣研修、海外諸都

市の行政実情などを理解し国際感覚を涵養する海外派遣

研修といった「派遣研修」も実施されています。配属先などで

は、上司や先輩職員からの日常業務を通した指導や、各局

区・業務主管課などによる「職場研修」が充実しています。

　さらに、市政に関する調査研究、または職務に必要な知

識・技能の習得などを目的として勤務時間外に自主的に研

修を行う場合の「自主研修」の支援も行っています。

TOPICS
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仙台市の研修制度仙台市の研修制度COLUMN

職員の資質と能力の向上を図る
多くの研修を実施しています。

試験や仕事の内容について、

各職種の職員による説明や個別相談などを行います。

※オンラインによる実施を予定しています。申込方法など詳細は「仙台市ホームページ」「市政だより」などでお知らせします。
※内容や日程が変更となる場合があります。その際には、仙台市ホームページでお知らせします。
※セミナーへの参加の有無が採用に影響することはありません。

SEMINARSEMINAR
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職員採用セミナーのお知らせ

各職種の職員による説明や個別相談などを行います。

SEMINAR

試験案内について
配布場所：仙台市役所本庁舎1階「市民のへや」、各区
役所総合案内、各総合支所、各証明発行センター、仙
台市東京事務所、仙台市人事委員会事務局など。

ホームページからのダウンロード：仙台市ホームページの《仙台市職員採用試験
情報》から「試験案内」と「受験申込書」をダウンロードして使用することもできます。
このほか、郵送による請求もできます。詳しくはホームページをご覧ください。

・現場の課題に前向きかつ柔軟に対応するとともに、将
来を見据えて果敢に挑戦する意識・意欲を持った職員
・困難な課題に対しても、主体的な姿勢と前例にとらわれ
ない新たな発想により組織一丸となって立ち向かう職員

新しいことに果敢に挑戦する職員
・互いに異なる事情や考え方を理解・尊重し、それぞれ
の力を生かしてともに成長する職員
・年齢や役職にかかわらず同じ目線に立って議論し、
お互いの意見を尊重する職員

互いの価値観を尊重して共に成長する職員

・多様な主体との相互理解のもとに協働し、互いの強
みを発揮することで、より高い事業成果を実現する職員

多様な主体と協働する職員

4月から
年3回

4月29日(金・祝)

4月28日(木)

7月頃

大学卒程度・社会人経験者
仙台市人事委員会事務局任用課
TEL: 022-214-4457(直通)

仙台市消防局
総務部総務課人事研修係
TEL: 022-234-1111(代表)

消防士（大学の部）

消防士（高校の部）

日程 問い合わせ先問い合わせ先

　 

・仙台のまちへの愛着や、高いコンプライアンス意識の
もと、行政のプロフェッショナルとして市民生活の質や
地域の豊かさの向上に貢献するという使命感を持っ
て業務を遂行する職員

誇りを胸に仕事に取り組む職員

仙台市人材育成基本方針概要版概要版

目指す職員像 仙台市では、目指す職員のキーワードとして「誇り」「協働」「挑戦」「成長」の４つを掲げて
人材育成に取り組んでいます。こうした職員を一緒に目指す人材を求めています。

仙台市消防局からのお知らせ仙台市消防局からのお知らせ
仙台市消防局の仕事・働き方を紹介する動画を公開しています。消防士として働く魅力をお伝えしておりますので、ぜひご覧ください。

動画はこちら
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令和４年度仙台市職員採用試験実施予定
試験の
種類・区分

試験案内の
配布開始日

申込受付期間
（消印有効）

第一次
試験

第一次
合格発表

最終
合格発表

受験資格等
（概要）

第二次
試験

論文等
大学卒程度
（事務・福祉
・技術系）

消防士
（大学の部）

心理

獣医師
保健師

社会人経験者
（事務・技術系）

短大卒程度
（学校事務）

高校卒程度
（事務・学校事務
・技術系）

消防士
（高校の部）

保育士
栄養士

障害者を
対象とした選考

看護師

高速鉄道
運輸職員

4月20日(水) 6月19日(日)

8月上旬

10月上旬

12月中旬

10月中旬

8月下旬

11月下旬

1月下旬
2月上旬
令和5年

令和5年

8月下旬

7月20日(水)

12月4日(日)
12月4日(日)

9月25日(日)

昭和６２年４月２日～平成１３年
４月１日生まれの人
※一部の試験区分（職種）で例
外があります。
（平成１３年４月２日以降に生ま
れた人で大学卒業（見込）の人
も含む）

昭和６２年４月２日以降に生ま
れた人で、試験対象職種の免
許を登録又は取得（見込）の人

昭和６２年４月２日以降に生ま
れた人で、大学や大学院にお
いて心理学を専攻して卒業（見
込）の人

昭和３８年４月２日～平成５年
４月１日生まれの人で、直近７年
中に４年以上の職務経験（★
１）を有する人

平成５年４月２日～平成１５年４
月１日生まれの人

採用試験は仙台市立病院が実施し、試験情報は「市政だより」「仙台市立病院ホームページ」等でお知らせします。
詳細は市立病院総務課へお問い合わせください。（ＴＥＬ）０２２－３０８－７１１１（代表）

採用試験は仙台市交通局が実施し、試験情報は「市政だより」「仙台市交通局ホームページ」等でお知らせします。
詳細は交通局総務課へお問い合わせください。（ＴＥＬ）０２２－７１２－８３０７（直通）

①この表中の「受験資格等」欄にある「大学院」「大学」「短大」「高専」とは、それぞれ学校教育法に規定する大学院、大学、短期大学、高等専門学校その他
これらに準ずると人事委員会が認める学校等をいいます。
②採用予定人員、上記の期日の詳細、大学卒程度及び高校卒程度採用試験の試験区分(職種）、その他の受験資格等については、それぞれの試験案内を
ご覧ください。
③上記試験以外にも、欠員等の状況により、別に試験を行うことがあります。その際は、「市政だより」「仙台市ホームページ」等でお知らせします。
④欠員等の状況により、職種によっては試験を実施しないことがあります。

★１： 会社員、自営業者、アルバイト、パートタイマー、公務員等として、週30時間以上の勤務を１年以上勤続した期間が通算可能(技術系区分では、
原則としてそれぞれ関連のある職務経験のみが対象。詳細は試験案内をご覧ください。）

★２： 技術系の試験区分(職種）では、それぞれ関連のある課程、学科を専攻のこと

平成１１年４月２日～平成１７年
４月１日生まれの人で、短大又は
高専卒業以下の人（★２）

平成９年４月２日～平成１７年４
月１日生まれの人で、短大又は
高専卒業以下の人

平成５年４月２日以降に生まれ
た人で、試験対象職種の資格・
免許を登録又は取得（見込）
の人

昭和６２年４月２日～平成１７年
４月１日生まれの人
☆視覚障害の方は、点字による
受験もできます。
☆上肢障害２級以上又は言語
と上肢の複合障害２級以上で、
かつ、筆記困難な方は、パソコ
ンを使用して受験できます。

平成５年４月２日以降に生まれ
た人で、大学卒業（見込）の人

4月20日(水)
5月16日(月)

~
7月20日(水)
8月22日(月)

~

10月20日(木) 10月20日(木)
11月10日(木)

~

7月上旬
7月中旬

~

7月中旬
7月下旬

~

面接

面接

8月上旬
8月中旬

~

論文等

作文等

面接

面接

11月上旬
11月中旬

~

【注】

　事務職の場合、最初の配属は、区役所やその他の出先機
関などの直接市民と接する職場（税・福祉・戸籍・住民記録
関係など）が多くなっています。専門職、資格・免許職の場合
は、それぞれの専門知識・技術に関連した職場に配属されます。

配属
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勤務条件

8：30 ～ 17：15（休憩時間60分）
※勤務場所によって異なる場合があります。

勤務
時間

年次有給休暇（年間20日）・結婚休暇・産
前産後の休暇・育児休業・要介護者の介
護や不妊治療のための家庭支援休暇など。

休暇

土曜日、日曜日、祝日及び年末年始
※勤務場所によって異なる場合があります。休日

期末・勤勉手当（令和３年度4.30月分）
扶養手当・通勤手当・住居手当など。諸手当

1,124人
517人

122人
30人

※「令和3年度等級等ごとの職員数の公表」における行政職給料表の職員数

主事・技師2,594人

総括主任・主任

係長・主査

課長・主幹

局次長・副区長・部長・参事

局長・区長・理事

1,540人

1,124人

517人

122人

30人

昇任試験

　毎年4月に定期人事異動を行っています。異動サイクル
は、原則的には３～５年で、特に事務職については、人材
育成のため、若いときから幅広い仕事を経験するように配慮
しています。ただし、専門知識を必要とする職場等では、同
じ職場に勤める年数が多少長くなることもあります。なお、各
職員が自分のやってみたい仕事などを申告できる自己申告
の制度があります。

異動

　一般的な昇任は左のとおりです。
　事務、福祉、土木、建築、機械、電気、衛生、化学などの
職種では、係長職への昇任試験があります。消防職員の場
合、消防士－消防副士長－消防士長－消防司令補－消防
司令－消防司令長－消防監－消防正監－消防司監の９階
級となっており、消防士長・消防司令補・消防司令の各階級
へは、昇任試験が行われています。

昇任

人事人事 仙台市では、「仙台市人材育成基本方針」に基づき、研修と配置管理・仙台市では、「仙台市人材育成基本方針」に基づき、研修と配置管理・
昇任管理を連携させながら、職員の能力開発を図っています。昇任管理を連携させながら、職員の能力開発を図っています。

給料給料（初任給）（初任給）
学歴や職歴によっては、この額に一定の基準に基づいて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。加算された金額となることがあります。

採用試験の種類

大学卒程度 大学卒程度試験に合格した

大学院修士課程新規修了者の場合

高校卒程度試験に合格した

短期大学(2年制)新規卒業者の場合

保育士・栄養士試験に合格した

４年制大学新規卒業者の場合

社会人経験者試験（事務）に
合格した大学卒業後正社員として
８年の職歴がある者の場合

約198,400円
約215,900円

高校卒程度 約160,100円

約171,200円
保健師

保育士・栄養士
消防士（大学の部）
消防士（高校の部）
獣医師獣医師
心理

約210,400円
約175,100円
約205,600円
約171,100円
約220,100円
約198,400円

約193,100円

約241,600円

初任給（地域手当・初任給調整手当を含む） 例


