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再生紙を使用しています。この冊子はリサイクルできますので、
「雑誌」
として分別してください。

杜は誰がつくるのか?

もり

「杜」のこれまでと、
これから。

神社の御神木や屋敷林などの人工林を意味する
「杜」
という字が使われ始めたのは、昭和に入って間もない
頃と言われています。自然の樹木や草花だけでなく、街路樹や都市公園など、人々が暮らしの中で育んできた

古くから
「杜の都」
の愛称で親しまれてきた仙台市。今から100 年以上も前の明治時代には、観光
案内書で「森の都」
と表記されるほどまち全体がみどりに包まれていたといいます。

みどりが土台となっているからです。市民をはじめ多くの人々に愛されるこの杜づくりには、市職員も重要な役
割を果たしてきました。そして今、市民とともに育て上げてきた
「杜」
は、未来に向け生まれ変わろうとしています。
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未来への種まき。Green
&
SENDAI

仙台市の、アイデンティティ。
人口約 109万人。東北地方で最も大きな都市
である仙台市は古くから
「杜の都」
と呼ばれ、ま
ちを彩る豊かなみどりは市民のアイデンティティ
として大切にされてきました。
「杜の都」
という呼び名は、約400 年前、仙台
藩祖・伊達政宗公が家臣たちに、屋敷内に栗や
梅、柿などの実のなる木や竹などを植樹するよ

衛星写真で見るとみどりが占める割合は約8割にも及

ぶと言われる仙台市。青葉通や定禅寺通、西公園など、
市街地中心部にもみどりが豊富にあります。

う奨励したことに端を発しています。飢饉に備え
るためだったとも言われるこの人工的な屋敷林

な自然環境と風格ある都市空間の実現に向け

がやがて周辺の社寺林や広瀬川河畔、青葉山

た礎となりました。こうして形成された
「自然と調

などと一体となり、そのみどりは昭和20（1945）

和した都市」
は現在の仙台市の最も大きな特徴

年の仙台空襲で焼失するまで、仙台のまち全体

の一つであり、魅力となっています。

に広がっていました。

平成23（2011）年に発生した東日本大震災で
は、津波により沿岸部が甚大な被害を受け、海

100 年後の未来に受け継ぐため。

岸林をはじめとするみどりも多く失われました。
震災から3 年後、市民や NPO、企業などと行政

現代の「杜の都」
のみどりは、戦災復興の過

特集１

未来の杜せんだい 2023 〜Feel green! 〜

が一体となって
「ふるさとの杜再生プロジェクト」

程で整備された青葉通や定禅寺通のケヤキ並

を始動。東部地域のみどりの再生・創出に向け

木などの街路樹や、青葉山公園や西公園といっ

た取り組みを進めています。

た都市公園によってその骨格が形作られていま

そして
「杜の都の環境をつくる条例」
の制定か

す。急速な都市化でみどりの喪失が危惧されま

ら50 年の節目を迎える令 和5（2023）年 には、

したが、昭和 48（1973）年には
「自然との調和あ

第40回全国都市緑化仙台フェア
「未来の杜せん

る環境の創造」
を理念に掲げた
「杜の都の環境

だ い2023 〜 Feel green！〜」
の 開 催 が 決 定。

をつくる条例」
が制定され、翌年制定された
「広

さまざまな困難を乗り越え、市民が大切に守り、

瀬川の清流を守る条例」
とあわせ、みどり豊か

育んできたみどりが最も輝く季節に開催される
このイベントを機に、仙台市は伊達政宗公の時
代から連綿と受け継がれてきた
「杜の都」
を次世
代に伝え、残していく新たな
「百年の杜づくり」
を推進するための第一歩を踏み出します。

令和5（2023）
年に仙台市での開催が決定した
「全国都市緑化フェア」
は、花とみどりに関する国内
最大級のイベント。東日本大震災後、東北地方で初めて開催されることとなったこのフェアをきっかけ
に、市が誇る豊かなみどりを100 年後の未来にも残していくための取り組みが始まっています。
3

震災で大きな被害を受けた東部沿岸地域で

は、ふるさとの杜再生に向けて植樹・育樹など
の活動が行われています。
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第 40 回全国都市緑化仙台フェア

未来の杜せんだい2023

メイン会場
仙台城跡

都心部の新たなみどりのネットワーク
拠点となるエリア。青葉山や広瀬川が
持つ“みどりの資源”を生かし、にぎわ

いや自然との触れ合い、広瀬川の新

〜Feel green! 〜

たな魅力との出会いなどを楽しめるよ

仙台市博物館

うな空間を展開します。

開催期間：令和 5 年 4月26日〜6月18日

全庁が一丸となって。
昭和58（1983）年から毎年全国各地で開催さ

仙台国際センター

青葉山公園追廻地区

未来の杜せんだい 2023
〜Feel green! 〜

ロゴマーク

広瀬川

れている花とみどりの祭典「全国都市緑化フェ
ア」
。都市緑化の意識の高揚、都市緑化に関す
る知識の普及などを図ることにより、国・地方公
共団体・民間の協力による全国的な都市緑化を
推進し、みどり豊かな潤いのある都市づくりを
目指すもので、仙台市では平成元（1989）年以
来、二度目の開催となります。今回は
「杜の都か
ら始まる未来、みどりを舞台に人が輝く」
をテー

広瀬川地区

国際センター駅

豊かな「杜」
を次世代に

つなげる
「想 い」
と人々

が協力し合う
「アクショ

ン」
、
「新たなみどりを舞

西公園南側地区

台に輝く人」
を一本の大
樹に見立てています。

複数のエリアで「みどり」
を楽しむ。

震災遺構などが残る沿岸部の
「東部エリア」
など
にも会場を設定。フェアの盛り上がりが市内全域

暮らしの中にもたくさんの「みどり」
を。

マに、次世代へと続く新たな
「百年の杜づくり」

「未来の杜せんだい 2023」は、都心部の豊か

に波及するような取り組みが進められています。

のきっかけとなること、暮らしの中にみどりがあ

なみどりと触れ合い、楽しめるよう、青葉山公

特に今回は、東日本大震災の発生後、東北

ることの価値を市民の皆さまにも再認識してもら

園追廻地区・西公園南側地区・広瀬川地区をメ

地方で初めて開催されるフェアでもあります。沿

大花壇の植え付けや会場内の植物の維持管

うこと、グリーンインフラを取り入れた防災力の

イン会場として開催される予定です。さらに仙台

岸部に再生したみどりや、みどりを活かした復

理、仙台駅ペデストリアンデッキに設置される

高いまちづくりを国内外に発信することなどを

市のメインストリートである青葉通、宮城野通、

興の歩みを発信するという点で、ほかの都市に

ウェルカムガーデンの整備など、
「未来の杜せん

目指し、全庁的に取り組んでいます。

定禅寺通をはじめとした
「まちなかエリア」や、

はない大きな役割を担っています。

だい2023」
は市民と行政が一体となって実現さ
れるイベントです。フェアを通してみどりに関心
を持ち、緑化活動を担う人が増えれば、未来の

左／仙台城本丸から楽し
める青葉山公園の大花壇。
中／自然と触れ合える西
公園南側地区。
右／青葉山公園のメイン
ゲートにはウェルカムガー
デンやフォトジェニックス
ポットを整備。
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「杜の都」
を守ることにもつながります。また、み
どりに囲まれたライフスタイルを仙台市が積極
的 に 提 案 することで、市 が 掲 げる基 本 計 画
「“The Greenest City”SENDAI」
の 実 現 にも結
び付くことが期待されています。
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佐藤 私が担当しているのは
「出展」
「協働」
「修

藤崎 雅史（土木）

熊本県熊本市出身
平成 26 年度採用

SE

専門的な知識を持ち寄り、支え合う。

全国都市緑化フェア推進室

佐藤

で、
「植物に関心がない方でも楽しめるか」
とい
う視点で考えることを心がけています。
全国都市緑化フェア推進室

佐藤 彩華（造園）

藤崎 それに、家族連れや障害のある方など、
誰もが快適に楽しめるフェアを目指すという意

仙台市出身
平成 25 年度採用

味では、SDGs（※）
の「誰一人取り残さない」
と
いう理念に通じているようにも思います。

みど りが 媒 介と な り︑心 豊かに︒

誰一人 取 り 残さ ないフェア︒

市民の皆さまに作品を展示していただけるよう
働きかけたり、市民活動団体などと一緒に花壇
をつくったりすることですね。花やみどりをどの
ように魅せていくかの検討もしています。
藤崎 今回のフェアでは造園職はまさに
「花形」
ですよね。土木職はどちらかというと裏方業務
で、私は会場での安全で快適なサービスなどを
検討する
「会場運営」
と、会場への移動手段の案
内や周辺道路の安全管理などを検討する
「交通
輸送」
をメインに担当しています。
佐藤 人の流れによって花の配置なども変わる
ので、藤崎さんたちのアドバイスはとても参考
になります。
藤崎 佐藤さんは、これまでの仕事と緑化フェ
佐藤 公園の木々や街路樹は将来の姿を想定

花好きの私としても、多くの方にみどりの

ある暮らしの豊かさを実感していただきたいの

景」
の実施計画です。具体的には、地元企業や

ア推進室での仕事で何か違いは感じましたか？

来ていただき、少しでもその良さを感じていた
るからには私自身も楽しみたいですね
（笑）
。

N

た実施計画の策定業務に携わっている技術職の2 人が、事業と向き合う想いを本音で語り尽くします。

花が好きな方はもちろん、そうではない方にも
だける仕組みをつくっていけたらと思います。や

D
AI

「未来の杜せんだい2023 〜 Feel green！〜」は仙台市全体が一体となって取り組んでいる事業
です。その中心的な役割を担っているのが、全国都市緑化フェア推進室。今回は、フェア開催に向け

Ta
lk

「未来の杜」
を語り合う。

験を生かして携われることがやりがいですね。

「杜の都」の可能性が広がる。
佐藤 コロナ禍で家にいる時間が長くなり、観
葉植物や家庭菜園を始めてみた、という話をよ
く耳にします。藤崎さんも、お子さんと一緒に花
を育て始めたそうですよね？
藤崎 そうなんです。実際に自分で育ててみる
と、身近にあるみどりのおもしろさや魅力に改
めて気付かされます。
佐藤 そうやってみどりが媒介となって心が豊
かになると気持ちがいいですよね。近隣の方々
とも地域の花壇づくりに取り組むなどするように
なれば、市民間で交流が生まれ、まち全体が元

花が好きな方も、そうでない方も。

佐藤 なるほど（笑）
。私はもともと植物が好き

気になる。今回のフェアが、そんなまちづくりの

だったので率直にうれしかったですし、自分の

きっかけになってくれることを願っています。

して植栽や維持管理を行うのに対し、フェアは短

藤崎

普段から、佐藤さんの植物に関する知識

知識を最大限に生かせる｢花｣を扱えるというの

藤崎

い会期に合わせて植物の維持管理をしなけれ

の深さには驚かされます。私は緑化フェア自体

がこの事業ならではの魅力だと感じているので

どもたちがみどりの良さに気付き、さらにその魅

ばならないという難しさですね。実行委員会の

知らなかったので、緑化フェア推進室への配属

すが、その点はいかがですか？

力を誰かに伝えていけるようになれば、
「杜の

事務局としてさまざまな部署や団体と連携して仕

が決まったときは自分がどう関わることができる

藤崎 モノをつくるだけでなく、来場者の方に

都」
の可能性はさらに広がると思います。その一

事をするという点でも、大きな違いを感じます。

のか正直まったく想像がつきませんでした。

楽しんでいただくためのイベントに土木職の経

助となるフェアにしていきたいですね。

特にこれからのまちづくりを担っていく子

※SDGs…2015 年の国連サミットで採択された 2030 年までの国際社会共通の目標。
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特集 2

仙台市役所の今まで、これから。

令和 10 年、市役所本庁舎が生まれ変わります。
明治 22（1889）年の市制施行から約 130 年。仙台市役所は二度にわたって建
て替えられ、市の中心的機能を担ってきました。そしていま、新たな本庁舎の建設

新本庁舎の執務室（窓口）のイメージ

に向けた動きが本格化しています。

1965
明治 18 年 初代本庁舎 完成
明 治 11（1878）年 の 郡 区 町 村
編制法施行によって発足した「仙
台区」の区役所として完成。11 年
出典：
『宮城県の百年』

初代市役所の外観。建物は和洋折衷の木造平屋
造りだった。

後の市制施行によって仙台市に
引き継がれ、そのまま市役所とし
て使用されることになりました。

1885

第二代本庁舎の跡地は噴水広場として整備さ

れている。

（予定）

令和 10 年 新本庁舎 完成予定

昭和 40 年 第三代本庁舎 完成
現在も使用されている第三代本庁
舎は、第二代本庁舎の北側に建設さ
れました。地 上8階、地 下2階 建 て
で、議会棟とは渡り廊下でつながっ
ています。旧庁舎が解体されるまで

1929

2028

は二つの庁舎が共立していました。

建て替えに向けた取り組みが進められ
ている新本庁舎は、地上 15 階、地下 1 階
建てで、議会機能、行政機能、災害対策
機能、市民利用・情報発信機能を備えま
す。市民や職員にとっての利便性はもち
ろん、周辺施設との一体性や環境負荷の
低減などさまざまな観点で検討中。令和
10 年度の供用開始をめざしています。
※新本庁舎の概要は令和 4 年 3 月時点のもの

昭和 4 年 第二代本庁舎 完成

資料提供：仙台市戦災復興記念館

第二代本庁舎はルネサンス式鉄筋コンクリートの 3 階建てで、近代
都市・仙台のシンボルになっていました。中央の高塔上部にはサイレン
が設置され、正午を知らせる合図として使用されていました。
9

昭和 60 年頃の定禅寺通
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現役職員が
新本庁舎に

新本庁舎になって

何が
変わる？

かける想い

何十年も先の未来を見据えて進められるビッグプロジェクトに、職員はどんな想いで携わっている

民間事業者の
模範とな るよ うな 庁舎へ︒

一大 プロジェクトを
担 う責任感︒

﹁いい場所だね﹂
と
言っていただけるよ うに︒

のでしょうか？今回は技術系職種の若手職員3人に、プロジェクトに向き合う気持ちをお聞きしました。

市民とともに、まちとともに新たな時代に向けてチャレンジする市庁舎
〜市民の豊かな暮らしと安心のために〜

市民の声を取り入れた新本庁舎に

本庁舎建替基本計画」
を策定しました。基本計画で

現在の市役所本庁舎は昭和40年の完成から50

年以上が経過し、建物の老朽化をはじめとするさま

ざまな課題に直面しています。

仙台市では、平成 29 年 1月に本庁舎の建て替え

を決 定。有 識 者 会 議 や 市 民アンケート、ワーク
ショップなどを経て、平成30年 8月に本庁舎建て
替えの基本的な方向性を示す「仙台市役所本庁舎

建替基本構想」
を策定しました。基本構想では、市
民の生活や活動を支える機能を強化し、過去の伝

は、新本庁舎の目指すべき方向性のほか、
「まちづ

くり・賑わい・協働」
「災害対応・危機管理」
「利便性」
本整備方針などを示しています。

現在、庁舎の概略的な設計を進めており、引き

続き市民の声を取り入れながら検討を行います。

業務の質や効率性の向上を目指して
基本整備方針の一つとして、職員が働きやすい

この基本構想を設計に向けた条件として具体化

を高める仕組みを導入するとともに、庁舎内で働く

を通して検討を重ね、令和 2年 7月に
「仙台市役所

働き方ができる執務空間など、職員の知的生産性
人が心身ともに健康な状態を維持できる環境を実
現し、よりよい市民サービスの提供につなげます。

新本庁舎完成までの流れ
基礎検討
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和泉 秀明（機械）

吾妻 光（電気）

宮城県色麻町出身
平成 26 年度採用

仙台市出身
平成22年度採用

宮城県富谷市出身
平成25年度採用

建築職としての主な役割は、建物

職場環境を整えることが掲げられています。多様な

するため、検討委員会やシンポジウムの開催など

財政局理財部本庁舎建替準備室

今野 信（建築）

財政局理財部本庁舎建替準備室

「持続可能性・環境配慮」
の観点を基にまとめた基

統、経験を未来へつなぐ役割を担わせることなどを
新本庁舎のコンセプトとしています。

財政局理財部本庁舎建替準備室

平成28年度

平成30年度

令和元年度

事業化
決定

基本構想

基本計画

令和2-5年度

令和6-9年度

令和10年度

設 計

工 事

完成
・
供用

管理・運用検討

としての安全性、利便性、環境性能、

基本設計業務の中でも、特に空調

電気職が 担当 するのは新本庁舎

設備や給排水設備などの機械設備に

のデジタル化や照明といった電気設

意匠デザインだけでなく、周辺エリア

ついて、設計者に設計条件を提示す

備関係がメインです。災害時でも活

の活性化やにぎわいへの貢献など、

るといった業務を担当しています。こ

用できる設備や 省エネ機器、ICT の

幅広い視点で検討を重ね、設計受託

の先何十年にもわたって存在し続け

導入に関しては特に専門的な知識を

者と協議しながら図面や説明資料に

る仙台市の中心的施設の設計に携

必 要とするため、広 い 意 味で「電 気

落とし込 んで いくことに あります。

わり、さまざまな意思決定のプロセス

のスペシャリスト」になることが求め

100 年に一度と言っても過言ではな

に関わることができるという点で、や

られます。このプロジェクトでは、職

いほどの一大プロジェクトなので大

りがいに満ちた仕事です。機械職とし

種に関連した業務以外のこともやら

変さはありますが、さまざまな部署・

ては、イニシャルコストやライフサイ

なければならないため難しさを感じ

受託者と協力して形にしていくことに

クルコスト、省エネ性、設 備 機 器 の

ることもありますが、ほかの部署では

面白さも感じています。これまでは自

改修・更新のしやすさなどを重視し、

経験できないことでもあるので、やり

分の席で仕事をすることがほとんど

高効率な空調設備や 再生可能エネ

がいにもつながっていますね。職員

でしたが、新本庁舎では仕事の内容

ルギーの導入などによりエネルギー

の働き方に対する考え方を変えられ

に応じて働く場所やスペースを選べ

消費量をできるだけ抑え、民間事業

るよう、ハード面だけではなくソフト

るよう工夫し、業務効率を上げられる

者の模範になるような庁舎にしていき

面の環境も整えていけたらと思って

ような仕組みをつくっていきたいです

たいですね。また、空調設備は快適

います。また、立ち寄った方に「仙台

ね。職員同士、部署を越えて気軽に

な執務環境をつくることにもつながっ

市役所っていい場所だね」
と言ってい

コミュニケーションがとれる環境が私

ているので、職員の業務の質や効率

ただけるような庁舎にしていきたい

の理想です。

が向上することを期待しています。

です。
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“The Greenest City” SENDAI

8 つのチャレンジプロジェクト

仙台市基本計画

仙台市では、令和３年３月に
「仙台市基本計画 2021-2030」
を策定しました。この計画は、

今後 10 年間のまちづくりの指針となるものであり、仙台の目指す都市の姿と、その実現に向

けた施策の方向性を示しているものです。

まちづくりの理念

挑戦を続ける、新たな杜の都へ
“The Greenest City” SENDAI

これまで培ってきた仙台の都市個性「環境」
「共生」
「学び」

活力
共
生

学
び
環境

「活力」
を見つめ直し、それぞれを深化させた、4つの「目指す
都市の姿」
を掲げるとともに、それぞれに「Green」
という言葉
の 意 味 を 重 ね、目 指 す 都 市 の 姿 を 実 現 することで、
「The
Greenest City」に近づく、との想いを込めています。

目指す都市の姿
杜の恵みと共に
暮らすまちへ

多様性が社会を
動かす共生のまちへ

Green

自然

［Nature］

Green

心地よさ
［Comfort］

●

豊かな自然・市民の暮らし・都市機能が調和した、住み
よさを実感できるまち

●

災害対応力を備え、国内外の防災力の向上に貢献で
きるまち

●

心と命を守る支えあ い のもと、多 様 性 が 尊 重され、
誰もが安心して暮らすことができるまち

●

一人ひとりが持つ多様な価値観・経験を、社会全体
の力に変えるまち

まちづくりの理念のもと、目指す都市の姿の実現に向け、仙台の強みや現状を踏まえて重点的
に取り組む８つの「チャレンジプロジェクト」
を掲げています。
行政はもとより、住民や地縁団体を中心に、市民活動団体、教育機関、事業者等、仙台に関わ
る全ての「私たち」の力を合わせ、知恵や技術を持ち寄りながら、チャレンジを続けていきます。

1.

杜と水の都プロジェクト
目標

●
●

●

学びと実践の機会が
あふれるまちへ

創造性と可能性が
開くまちへ
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成長

子どもたちが健やかに育ち、学ぶ喜びを実感できるまち

●

すべての人 に成 長 の機 会 があふれ、東 北や 世 界 の
未来にも貢献する人材を次々と輩出するまち

［Growth］

Green

進め！

［Green Light］

みどりを楽しめる生活空間をつくる

水辺を楽しめる親水空間をつくる

2.

防災環境都市プロジェクト
目標
●
●
●

持続可能でしなやかな
都市環境をつくる

防災・減災の備えを日常生活に織り込む

環境負荷の低い生活・ビジネススタイルを定着させる
都市インフラの持続可能性を高める

3.

心の伴走プロジェクト
目標

●

多様性を尊重し、あらゆる人が
安心して暮らせる地域をつくる

多様性が尊重される環境をつくる

孤立しない、つながる仕組みをつくる
心を支える環境をつくる

4.

地域協働プロジェクト

●

新たな価値を生む創造性が開かれ、地域経済の活性
化・社会課題解決・東北の活力につながるまち

● グローバルな経済活動や多彩な交流が生まれるまち

目標
●
●
●

多様性を力に変える地域をつくる

子どもたちの
未来が広がる環境をつくる

目標

●

●

●

笑顔咲く子どもプロジェクト

●「杜の都」
の象徴となる都心空間をつくる

●

Green

「杜の都」の風土と文化に
巡りあえる都市空間をつくる

5.

●

意欲を引き出し、伸ばす教育環境をつくる
個性に合わせた成長の機会をつくる
子育てを楽しめる環境をつくる

6.

ライフデザインプロジェクト
自分らしい生き方が
実現できる環境をつくる

目標

● まちの至る所で学びと実践の機会がある環境をつくる
●

誰もが活躍できる環境をつくる

● ライフステージに合わせた健康を支える

7.

と

う

ほ

く

TOHOKU 未来プロジェクト
目標
●
●
●

世界に発信できる
東北発のイノベーションを生み出す

仙台・東北を舞台にイノベーションを生み出す
仙台・東北の産業の成長を支える

仙台・東北に世界中から人を呼び込む

8.

都心創生プロジェクト
目標

人が集い、新しいチャレンジが
生まれる都心をつくる

多様な協働が生まれる基盤をつくる

●

地域の交流を活発化させる

● まちの回遊性を向上する

多様な主体の力を地域に活かす

投資を呼び込むまちをつくる

● イノベーションが生まれる都心をつくる
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特集 3

社会人経験者だからできること。

市民の役に立っているという実感。
現所属では新たな広報施策の企画を任せら

CASE

1

れ、市の LINE 公式アカウントを立ち上げまし
マーケティング
リサーチ

た。また、YouTube の仙台市公式動画チャンネ

事務

ル「せんだい Tube」の運用を見直し、より幅広

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。

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

総務局広報課

今野 早苗

に生かせることにやりがいを感じています。

岩手県盛岡市出身 平成 23 年度採用

報発信に生かされています。

平成 23 年 4 月〜
5 月〜
平成 27 年 4 月〜
平成 31 年 4 月〜
令和 2 年 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

知識・経験を、地域のために。

CASE

2

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

設計事務所

建築

民間企業の目線が
新たな発想を生み出す。
若林区建設部街並み形成課

小野 勝彦

宮城県亘理町出身 平成 25 年度採用

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。

「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。

平成 25 年 4 月〜 都市整備局公共建築部市営住宅課
平成 28 年 4 月〜 太白区建設部街並み形成課
令和 2 年 4 月〜 若林区建設部街並み形成課 係長（昇任）

気象予報士のスキルを生かせる場。
CASE

3

気象予報士

事務

気象災害を未然に防ぐ
手助けがしたい。
危機管理局防災・減災部防災計画課

齋藤 哲彦

青森県弘前市出身 平成 30 年度採用
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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。

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。

平成 30 年 4 月〜 危機管理室防災計画課

（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）
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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、

仙台市の組織

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。

長

◎社会人経験者採用試験の
受験者数と合格者数の推移

副市長

市

部

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

767 758
613 635

600
400

53

46
32

◎前職の例

23

56

53

731 754
79
73

地方銀行の営業

80

合格者数は増加傾向
H25 H26 H27 H28 H29 H30

H31

受験者数（合計）

R2

R3

事

工場設備の
維持・管理

務

機

械

60
40

24

200
0

709 749 687

建設コンサル

土

発電所の電気設備
の保守管理

木

20
0

ゼネコン

危機管理局
総務局

建

電

気

築

合格者数（合計）

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）

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

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

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

教育委員会

教育局

学校教育・生涯学習

技術系

選挙管理委員会

事務局

選挙事務

区選挙管理委員会（５）

事務局

選挙事務

人事委員会

事務局

公平審査・給与勧告・職員採用

監査委員

監査事務局

農業委員会

事務局

◎社会人経験者の給与（例）
民間企業における勤務期間

事

務

危機管理・防災

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

区役所（５）

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

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

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。
）

固定資産評価審査委員会

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。

議

会

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）

事務 3

建設局

◎昇任制度（キャリアアップ）

主な業務・事業

秘書・広報・事務管理・人事・給与

まちづくり政策局

※ なお、人数は各職種（事務・土木・建築・機械・電気）の合計です。

800

局

議会事務局

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

事務 4 土木 1 建築 1 栄養士 2
学校事務 12 文化財主事 2

監査
農地調整
固定資産評価審査
議会事務・調査
※組織図は令和４年１月現在のものです。
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18

せんだいの職種図鑑

私の杜づくり

私の杜づくり

事務
まちづくり政策局
デジタル戦略推進室

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。

衛生
青葉区保健福祉センター
衛生課

小松 峻

佐々木 志保

岩手県遠野市出身
平成 27 年度採用

仙台市出身
令和 2 年度採用

スポーツや文化の振興、産業の活性化、

主に、区役所の保健福祉センターなど

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

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

対応まで、さまざまな業務に携わります。配

どに対し、営業許可の審査や監視指導など

属先は市民局や健康福祉局、各区役所など

を行います。食の安全や住まいの衛生に関

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

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

所組織の全般にわたります。人事異動によ

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。

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。

福祉

若林区保健福祉センター
保護課

星 明日香
岩手県盛岡市出身
平成 27 年度採用

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。

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。

化学
水道局浄水部
施設課

早坂 泰彦

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。

仙台市出身
平成 22 年度採用

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
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

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、

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。

相談業務などを行います。

20

せんだいの職種図鑑

造園
建設局百年の杜推進部
百年の杜推進課

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

建築
都市整備局計画部
都市計画課

大塩 美里

菅原 峻

仙台市出身
平成 26 年度採用

宮城県塩竃市出身
平成 23 年度採用

主に建設局や区役所で、都市公園や街

建築物が建築関係法令に適合しているかと

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。

力的な街並みづくりのための都市景観に係る

導や都市緑地の保全などに関する業務に

や学校などの市有建築物の新築・改築などを

いう観点から審査・指導を行う業務や、より魅

また、新たに建物が建築される際の緑化指

助言・指導などに携わります。また、市営住宅

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

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

関する業務に従事することもあります。
「杜

も携わっています。

の都・仙台」
の基盤をさまざまな側面から支
える職種です。

土木
建設局道路部
道路管理課

佐々木 和寛

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。

宮城県大崎市出身
平成 22 年度採用

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。
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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。

機械
交通局鉄道技術部
荒井管理事務所

齋藤 宏人

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。

山形県山形市出身
平成 31 年度採用

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。

22

せんだいの職種図鑑

電気
環境局施設部
葛岡工場

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。

心理
子供未来局
児童相談所相談指導課

岩渕 努

高沢 奈央

岩手県一関市出身
令和 2 年度採用

宮城県松島町出身
平成 30 年度採用

を身に付けることができます。

獣医師
健康福祉局保健衛生部
食肉衛生検査所

狩野 真由子
仙台市出身
平成 22 年度採用

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。

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。

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

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。

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。

23

私の杜づくり

保健師
泉区保健福祉センター
家庭健康課

萩野 千景

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。

秋田県秋田市出身
平成 23 年度採用

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。
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せんだいの職種図鑑

学校事務
教育局
高森東小学校

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。

古川 詩穂里

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

市立の小学校・中学校・高等学校などに

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

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

ます。学校給食施設や保育所では、献立作

務、調査統計、教職員の給与や 旅費の支

成や給食に使用する食材の発注・検収、在

給、福利厚生事務、施設の維持・管理など、

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、

されています。

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。

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

保育士
子供未来局幼稚園・保育部
運営支援課落合保育所

瀧田 康葉

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。

鈴木 菜津美

仙台市出身
平成 29 年度採用

区役所の保健福祉センターでは、地域住民

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。

文化財主事
教育局生涯学習部
文化財課

三浦 一樹

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。

青森県五戸町出身
平成 29 年度採用

仙台市出身
平成 31 年度採用

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。
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私の杜づくり

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。
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せんだいの職種図鑑

消防士
消防局青葉消防署
警防課

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。

山口 美空

助産師国家資格を取得。

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

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

の病棟・外来、救命救急センターなどがあ

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、

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。

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。

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。

宮城県石巻市出身
平成 31 年度採用

高速鉄道運輸職員
交通局鉄道管理部
運転課

髙橋 彩
仙台市出身
平成 29 年度採用

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。
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浅野 夕貴

現在は助産師として勤務

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

相澤 里

仙台市立病院看護部

※看護師として採用後、

火災発生時の消火活動のほか、救助活動

建設局
八木山動物公園飼育展示課

看護師

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。

宮城県松島町出身
平成 25 年度採用

仙台市出身
平成 30 年度採用

動物飼育員

私の杜づくり

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。

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。
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数字で見るワーク・ライフ・バランス

産前・産後休暇

16

計

女性

有給

育児休業

3

週間

出産のための休暇は産前 8 週間（多胎妊娠の場合

ができます。

5

男性

場合があります。

育児時間

※産前の取得は第 2 子以降のみです。

介護・不妊治療のための
家庭支援休暇
無給

ヶ月以内

配偶者や父母、子どもなどの介護が必要な場合、また

は不妊治療を受ける場合に取得することができます。

※仙台市職員共済組合より手当金が支給される場合が
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有給

に引き続いて取得することができます。特に保育園への送
迎などに活用されています。

子の看護休暇

間）から産後 8 週間の期間内に取得できます。

あります。

女性

分まで

ための休暇です。産前８週間（多胎妊娠 14 週

6

男性

90

日

年

18.3

令和 2 年度実績

21.5

%

%

男女ともに働きやすい環境づくりのため

令和 7 年 4 月1 日までに管理職に占める女性の割合を

には、男性の育児参加が必要不可欠で

に登用するなど、さまざまな取り組みを行っています。

目指しています。

す。令和 6 年度までに取得率 30％以上を

25％以上とすることを目標に、優秀な人材をより積極的

2 歳未満の子どもを養育する職員は、始業又は終業の時刻

有給

男性職員の
育児休業取得率

令和３年 4月 1 日現在

※仙台市職員共済組合より手当金が支給される

配偶者が出産する場合で、出産に係る子ども、

通算

無給

子どもが
歳に達するまで

または小学校就学前の上の子どもを養育する

女性

女性

1 日合計

男性職員の
育児参加のための休暇

男性

男性

3 歳未満の子どもを養育する全職員が対象です。

は 14 週間）、産後 8 週間の計 16 週間取得すること

最大

管理職に占める
女性の割合

5

男性

女性

年次有給休暇取得が
年間 10日以上の職員
令和2年度実績

63.2

令和 2 年度実績

%

1 年度に20 日間（1 時間単位で取得可能）
取得することができ、その年度に余った休
有給

暇時間（最大 160 時間）
を次年度に繰り越

すことができます。令和 2 年度の職員一人

あたりの平均取得日数は 12.5 日でした。

日以内

中学校就学の始期に達するまでの子どもの看護の

配偶者出産補助休暇
及び男性職員の
育児参加のための休暇取得率

74.5

%

令和６年度までに取得率 100％を目指しています。なお、配偶

者出産補助休暇とは、職員の配偶者が出産するため、当該職
員の補助が必要な場合に取得する休暇です。

Q

育児休業の取得期間は

Q 「仙台市職員共済組合の手当

Q

その 他 の 休 暇 制 度を教

ための休暇で、１年度に５日以内（該当する子ども

短くてもいいのですか？

金」
とは何ですか？

えてください。

きます。

A １日のみでも取得可能で

A 入庁後に加入する仙台市職員

A 錬成休暇（夏季休暇。た

が 2 人以上の場合は 10 日以内）取得することがで

育児短時間勤務

OK

男性

女性

（給与は勤務時間に応じて変動）

小学校就学の始期に達するまでの子どもを養育する場

す。なお、取得期間が１ヶ月以

共済組合に対して、手当金の請求を

だし、毎年度組合交渉により

下であれば、期末手当にかか

することで、支給要件を満たしていれ

決 定）や、ボランティア休 暇、

る在 職 期 間 及 び 勤 勉 手 当 に

ば当該手当金を受け取れるというこ

忌引、結婚休暇、生理休暇な

かかる勤務期間から除算され

とです。育児休業手当金の場合、原

どがあります。

ないので、期末手当・勤勉手

則としてお子さんの１歳の誕生日の前

当にも影響はありません。

日までで、
１日につき給料日額に一定
割合を乗じた額が支給されます。

合、常勤職員のまま短時間勤務にすることができます。
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PRIVATE

PRIVATE

WORK

WORK

慣れない育児と仕事の両立ができるようになったのは
周囲の理解とサポートのおかげ。
宮城野区保健福祉センター保護課

近藤 咲希

宮城県大和町出身

平成 26 年度採用

妊婦通勤緩和

産前産後休暇

育児時間

子の看護休暇

慣れない育児や保育園への送迎など、仕事
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交通局鉄道技術部施設課

仕事と家庭の両立支援制度取得

仕事の効率アップにもつながった。

制度が充実しているだけでなく
気兼ねなく活用できる環境が整っているのが魅力。

育児休業

囲の理解とサポートのおかげで、利用しやすい
職場環境が整っていたことも非常にありがたく
感じました。

と家庭の両立が難しいと感じたため、育児時間

育児時間を取得したことで、仕事への向き合

本田 洋介

宮城県大崎市出身

仕事と家庭の両立支援制度取得

配偶者出産補助休暇
平成 27 年度採用

育児休業

子どもの成長の喜びを共有するために。

男性職員の育児参加のための休暇
育児時間

なく制度を利用できました。
私自身、1 人目を授かったときはあまり意識

妻と一緒に日々の子どもの成長の喜びや育

していませんでしたが、最近では育児休業・育

児の大変さの経験を共有したかったので、次

児時間を取得する男性職員が増えてきたように

制度の利用を決めました。時間内に仕事を終え

い方も変わりました。勤務時間が短いため、効

女が生まれたタイミングで育児休業を取得しま

思います。制度利用者の経験談などが庁内で

られるのか不安もありましたが、短縮勤務にな

率を考え計画的に取り組むようになりましたし、

した。子どもが生まれることと休暇を取得する

共有されており、知りたい情報を気軽に入手す

ることを前提に、課内で仕事内容を調整してい

子どもが体調不良になったときにも休暇を取得

ことを課内に早めに周知していたので、仕事

ることができます。制度が充実しているのはも

ただけたので、安心して制度を利用することが

できるよう、なるべく仕事は溜めないように心が

の引き継ぎはスムーズでした。また、育児休業

ちろん、気兼ねなく活用できる環境が整ってき

できました。私が所属している部署は、育児休

けています。ぜひ積極的に制度を利用し、仕事

などの制度に詳しい方が課内におり、申請の

ていることも、仙台市で働く魅力の一つだと感

業を取得したことのある職員が多くいます。周

と家族との時間の両方を大切にしてください。

方法などアドバイスをいただけたので、不安

じています。
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私の好きなまち仙台

My

秋保温泉
友人と温泉に出かけることもある大

イベントも

和田さん。秋保温泉は市街地から

盛りだくさん！

車で30分で、近くには名 瀑・秋 保

大滝や磊々峡など見どころたくさん。

5月は
「仙台・青葉まつり」
、

8 月は「 仙 台 七 夕まつり」、

休日は自然と
触れ合い
ほっと一息

豊かな自然と充実した都市機能が調和した仙台市。東北地方の中でも冬の降雪量が特に少なく、
1 年を通して寒暖の差が少ない過ごしやすいまちであることでも知られています。では、実際このまち

9月は
「定禅寺ストリートジャ

ズフェスティバル」
、12月は

「SENDAI光のページェント」
と1年を通してイベントが楽し

で働く職員たちは普段、どんなところに仙台市の魅力を感じているのでしょうか？

める仙台市。野球・サッカー・
バスケットボールなどプロス

ポーツチームの本拠地でも

あり、充実したプライベート

を過ごすことができます。

ここは、人と自然をつなぐまち。
東北の中心地である仙台を盛り上げていく
ことで、故郷にもその活気が広がるはず！という
想いからJターンで仙台市への入庁を決めた岩

Favorite

淵さん。幼 い 頃から仙 台 には「都 会」
というイ
メージを持っていたといいます。
「思った以上に

仙台・青葉まつり

山や海が身近にありますね。“杜の都”のゆえん
を感じる日々です」
と、実際に暮らしてみるとそ
のギャップに驚かされることもあるそうです。
一方の大和田さんは仙台生まれの仙台育ち。
教育行政に携わりたいという想いから仙台市へ

仙台うみの杜水族館

七北田公園

仙台東部エリアの人気スポッ

休日の 散 歩コースにぴった

ト。豊かな三陸の海を再現し

り。併設された体育館ではバ

た大水槽は圧巻！

ドミントンなどで体を動かすこ
とも。

入庁しました。
「自然が豊かで、穏やかな住みや
すいまちであることが一番の魅力。仕事でも感
じますが、仙台はまちの雰囲気だけでなく、人々
も穏やかな方が多いですよね」。市民と直接関
わる機会があるからこそ、地域の特性やその良
人事委員会事務局

子供未来局

岩淵 駿太

大和田 愛華

審査給与課

岩手県北上市出身
平成 29 年度採用

仙台七夕まつり

八木山動物公園フジサキの杜
見応え満点の「アフリカ園」
な

ど、子どもから大人まで楽しめ

ます。地下鉄直結でアクセス
も便利！

定禅寺ストリートジャズ
フェスティバル

さが見えてくるのかもしれません。

幼稚園・保育部認定給付課

仙台市出身
平成 28 年度採用

私の好きな
仙台をご覧あれ

ユアテックスタジアム仙台
ベガルタ仙 台 のファ

SENDAI

市外出身者も大歓迎！
ともにこのまちで
チャレンジしましょう！

ンだという岩淵さん。
試合の日はまちにユ

ニフォーム姿の人た

ちを見かけることも多

SENDAI
光のページェント

く、岩淵さんもサポー
ターとして応援に！
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c VEGALTA SENDAI
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職員採用セミナーのお知らせ

仙台市からのお知らせ

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。

新規採用職員研修

4月から
年3回

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

日程

問い合わせ先

大学卒程度・社会人経験者

4月29日(金・祝)

仙台市人事委員会事務局任用課
TEL: 022-214-4457(直通)

消防士（大学の部）

4月28日(木)

消防士（高校の部）

7月頃

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

※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。

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。

※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。

仙台市消防局からのお知らせ

中期
［7 月］
・後期［12 月］

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。

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

概要版

構えやスキル、これからのキャリア形

動画はこちら

仙台市人材育成基本方針

目指す職員像

成について学びます。

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。

誇りを胸に仕事に取り組む職員

COLUMN 仙台市の研修制度

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。

協働する職員

多様な主体と

・仙台のまちへの愛着や、高いコンプライアンス意識の

・多様な主体との相互理解のもとに協働し、互いの強

もと、行政のプロフェッショナルとして市民生活の質や

みを発揮することで、より高い事業成果を実現する職員

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

成長する職員

挑戦する職員

職員研修所では、勤務年数や昇任昇格に合わせて必要

互いの価値観を尊重して共に

新しいことに果敢に

な知識・スキルの習得や能力の向上を図る
「基本研修」
や、

・現場の課題に前向きかつ柔軟に対応するとともに、将

意識改革・意欲向上、業務遂行能力、コミュニケーション能

来を見据えて果敢に挑戦する意識・意欲を持った職員

力、折衝・交渉能力、政策形成能力向上を図る
「特別研修」

・困難な課題に対しても、主体的な姿勢と前例にとらわれ

などが行われています。また、高度で専門的な知識や公務

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

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

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

さらに、市政に関する調査研究、または職務に必要な知

は、上司や先輩職員からの日常業務を通した指導や、各局

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

区・業務主管課などによる
「職場研修」
が充実しています。

修を行う場合の
「自主研修」
の支援も行っています。

・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

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

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

役所総合案内、各総合支所、各証明発行センター、仙

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。

台市東京事務所、仙台市人事委員会事務局など。

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。
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勤務条件
給料（初任給）

令和４年度仙台市職員採用試験実施予定

学歴や職歴によっては、この額に一定の基準に基づいて

試験の
種類・区分

加算された金額となることがあります。

例

高校卒程度

約160,100円

大学院修士課程新規修了者の場合

保健師

約210,400円

高校卒程度試験に合格した

保育士・栄養士

約175,100円

短期大学(2年制)新規卒業者の場合

消防士（大学の部）

約205,600円

大学卒程度試験に合格した

保育士・栄養士試験に合格した

消防士（高校の部）

約171,100円

獣医師

約220,100円

社会人経験者試験（事務）
に

約198,400円

大学卒程度

（事務・福祉
・技術系）

論文等

約 215,900 円

約 171,200 円

獣医師
保健師

4月20日(水)

心理
４年制大学新規卒業者の場合

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

第二次
試験

約 193,100 円

4月20日(水)
6月19日(日)
5月16日(月)

7月上旬
7月中旬
面接

最終
合格発表

7月中旬
7月下旬
8月上旬
8月中旬

8月下旬

消防士

8月上旬

社会人経験者

（事務・技術系）

面接

8月下旬

※勤務場所によって異なる場合があります。

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

人事

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。

論文等

高校卒程度

（事務・学校事務
・技術系）

消防士

7月20日(水)

（高校の部）

保育士
栄養士

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。

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

30人

局長・区長・理事

122人

局次長・副区長・部長・参事

517人

課長・主幹

1,124人

係長・主査

1,540人

総括主任・主任

合、消防士−消防副士長−消防士長−消防司令補−消防

2,594人

主事・技師

級となっており、消防士長・消防司令補・消防司令の各階級

※「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

の制度があります。

昇任
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
司令−消防司令長−消防監−消防正監−消防司監の９階
へは、昇任試験が行われています。

517人

122人

30人

10月20日(木)

10月20日(木)
12月4日(日) 12月中旬
11月10日(木)

作文等

~

障害者を
対象とした選考

異動

事務職の場合、最初の配属は、区役所やその他の出先機

7月20日(水)
9月25日(日) 10月上旬
8月22日(月)
面接

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。

関などの直接市民と接する職場（税・福祉・戸籍・住民記録
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※勤務場所によって異なる場合があります。

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・

配属

昇任試験

諸手当

土曜日、日曜日、祝日及び年末年始

面接

平成５年４月２日〜平成１５年４
月１日生まれの人

10月中旬
11月上旬
11月中旬

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）

11月下旬 平成９年４月２日〜平成１７年４

~

護や不妊治療のための家庭支援休暇など。

休日

（学校事務）

~

休暇

8：30 〜 17：15（休憩時間 60 分）

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

短大卒程度

勤務
時間

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

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

（大学の部）

約 241,600 円

受験資格等
（概要）
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）

~

約198,400円

第一次
合格発表

~

大学卒程度

第一次
試験

~

初任給（地域手当・初任給調整手当を含む）

試験案内の 申込受付期間
配布開始日 （消印有効）

~

採用試験の種類

心理

仙台市職員募集2022年号

12月4日(日) 令和5年
令和5年 2月上旬
1月下旬

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。

看護師

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）
０２２−３０８−７１
１
１
（代表）

高速鉄道
運輸職員

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）

「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
【注】①この表中の
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
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