せんだいの職種図鑑

ある1 日のスケジュール

事務

東北のデジタル化を先導するまちに。

えたという大きな達成感があります」
。
小松さんが入庁して最初に配属されたのは

デジタル庁の設置に代表されるように、急速

健康福祉局の介護事業支援課。まったく毛色

にデジタル化が進められつつある昨今。仙台

の異なる業務内容ですが、必要な能力の面で

市でも
「デジタル・トランスフォーメーション
（DX）

は共通する部分もあるといいます。
「関係課と調

推進計画」
に基づき、行政のデジタル化やまち

整をする際は、前の部署で培ったコミュニケー

のデジタル化に向けた取り組みが進められて

ションのスキルが役に立っていると感じます」
。

います。小松さんの担当は証明書発行窓口の

事務職の配属先は多岐にわたり、部署によって

キャッシュレス決済導入に向けたルール作りや、

求められる専門的な知識は異なりますが、それ

それに伴う関係部署との調整、庁内における既

ぞれの業務を通じて得られる経験は他の部署

存事務のオンライン化の働きかけなど。
「個人情

に異動しても生かすことができます。

10:00

出勤 ※

11:00

メールチェック

12:00

昼休憩

13:00

打ち合わせのための資料確認

14:00

関係課と打ち合わせ

15:00

ミーティング
課内の照会事務の確認

16:00

申し送り

17:00

資料作り

18:45

翌日のスケジュールを確認し、退勤 ※

※新型コロナウイルス感染症対策による時差出勤
（通常は8:30〜17:15）

現在の部署でデジタル化に携わるようになっ
て4年が経過した今、小松さんはデジタル化に
おいて仙台市が東北の各自治体の模範的なま
ちになることを期待しています。
「公務員は、世
の中にある職業の中でも特にアナログな分野

まちづくり政策局
デジタル戦略推進室

小松 峻
岩手県遠野市出身
平成 27 年度採用

です。市民の生活はデジタル化に対応しつつあ
報の取り扱い方や、部署ごとに異なるニーズの

るのに、行政がそのままでいいのか？といえば

把握・調整など、課題は山積みです。一方、関

そういうわけではない。仙台市が率先して取り

係課と調整を重ねながら、実際に事業として開

組むことで他の市町村も追随し、東北全体の

始した瞬間には、組織として一つの壁を乗り越

活性化につながってほしいと思っています」
。

Private
休日はのんびり過ごすことが多いで
す。野球観戦が好きで、10年以上応援
しているチームの試合中継をよくネット
で観ていますね。コロナ禍が落ち着い
たらまた現地で試合を観戦したいなと
思っています。

せんだいの職種図鑑

ある1 日のスケジュール

衛生

衛生面の意識の向上を目指して。

8:30

出勤
係内打ち合わせ、メールチェック、
1日の業務確認

9:00

事務作業、窓口・電話対応

12:00

昼休憩

13:00

施設監視
衛生管理状況の聞き取り、
現場立ち入り、採水など

16:00

事務作業、窓口・電話対応

17:15

退勤

しています」
という佐々木さんの言葉からも分
かる通り、衛生面における市民の安心と安全

「衛生職は配属先や業務内容が多岐にわ

を守ることが主な役割です。また、食品衛生

たり、それぞれの業務で新たな知見を得られ

監視員として食品事業者を対象に監視指導

るのが魅力です。一般の方が立ち入ることの

を行う部署もあります。

できない施設の裏側を見ることができるの

佐々木さんは、大学院修了後は民間企業

も、この仕事ならではの面白さだと思 いま

に一度就職しましたが、働いていくうちに
「衛

す」。そう語るのは、環境衛生監視員の佐々

生に関する仕事をやってみたい」
という想い

木さん。普段は青葉区内の旅館や公衆浴場、

が強まり、転職を決意したといいます。
「市民

美容所、クリーニング所、簡易給水施設など

の生活を支える公益を重視するという公務員
の特徴が、自分に合っていると感じました」。
一方、食品や水、生活環境の安全安心を守
るには、行政の力だけでは難しいということ
も実感しています。
「よりよい生活環境を実現
するためには、市民や事業者の皆様の衛生
面に対する意識の向上が必要です。私自身

青葉区保健福祉センター
衛生課

佐々木 志保
仙台市出身
令和 2 年度採用

は市民の目線に立つことも忘れずに、協働で
の営業許可や確認、監視指導などを行って

取り組みながら、住みやすい仙台市をつくり

います。
「例えばホテルや公衆浴場の場合、

上げていきたいです」。

清掃・消毒方法の聞き取りや、使用する清掃
用具、薬剤等の内容や管理方法などを確認

Private
仙台市図書館で借りてきた本を読ん
でいることが多いですね。学生時代に
山岳部に所属していた影響で、友人た
ちと一緒に宮城や山形、福島に登山へ
出かけることもあります。

せんだいの職種図鑑

ある1 日のスケジュール

福祉

8:00

出勤 ※

9:00

家庭訪問

昼休憩

12:00
13:00

困っている方の声に耳を傾ける。
福祉職は、区役所の障害高齢課や保護課、

信頼関係を築いていくと、はじめは塞いでい

事務作業

（訪問記録や保護費の計算など）

15:00

面談（就労支援）

16:45

退勤 ※

た方も徐々に心を開いてくれるので、そういう
ときはやはりうれしいですね」
と語る星さん。ケ

児童相談所などでケースワークや相談業務に

アマネージャーをはじめ、関係機関との連携も

携わるほか、健康福祉局や子供未来局での

重要だと強調します。
「大学で福祉を学んでき

福祉施策の企画立案の実施など、福祉分野を

ましたが、実際に困っている方たちの話を聞く

中心に幅広く従事します。星さんは生活保護

と、考えているよりずっと多くの方が深刻な悩

のケースワーカーとして、入庁以来、生活保護

みを抱えていて、学んだことと現実との違いに

を必要とする方々を対象にサポートしてきまし

驚くこともありました。困っている方にどれだけ

た。生活状況の確認や必要な指導・援助をす

耳を傾けられるかが大切なのだと思います」
。

※育児のため早出勤務
（通常は8:30〜17:15）
仙台市では育児・介護等の個別の事情に応じて勤務時間を
選択することができます。

高校生の頃から福祉のボランティア活動に
参加するなど、もともと福祉系への関心が高
かったという星さん。福祉全般に携わることが
できる点に惹かれ、Jターンで仙台にやってき
ました。
「東北の中心都市でもある仙台で自分
がどれだけ力を発揮できるのか試したかった」

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

と、挑戦する気持ちもあったそう。
「子育てを始
るため、月平均で約20件の家庭や病院に足

めてからは、仙台の暮らしやすさをいっそう感

を運ぶといいます。
「相手によって状況が異な

じるようになりました。どんな立場の人にとって

るので、コミュニケーションをとることが難しい

も暮らしやすいと思っていただけるような、そ

と感じる場合もありますが、家庭訪問を通して

んなまちにしていきたいですね」
。

Private
食べることが好きなので、以前は食
べ歩きをしていました。今はコロナ禍で
すし、子どもも小さいので、外食ではな
くデリバリーを楽しんでいます。また、
近所の公園に出かけることもあります。

せんだいの職種図鑑

ある1 日のスケジュール

化学

頼られることで芽生える責任感。
高校生の頃から化学が好きだったという早
坂さん。地元・仙台のために自身の知識・スキ
ルを生かそうと考え、大気・水質の環境調査

8:30

出勤

9:00

メールチェック、事務作業

10:00

局内打ち合わせ

12:15

昼休憩

13:00

係内打ち合わせ

15:00

事務作業

16:00

外部機関とのやり取り

17:00

退勤

など、化学職の配属先は多岐にわたり、業務
内容も環境・生活衛生に関わる施設の届出審
査から環境調査まで、専門職ならではの知識
を必要とする場面が多くあります。
浄水場には化学職の職員が少ないため、

や上水・下水の分析などを通して市民の健康

化学に関連した内容は特に頼られることも多

と安全な生活、仙台の豊かな自然環境を守る

いといいます。一方、化学職でありながら機械

役割を担う化学職に惹かれたといいます。
「現

工事の発注を担当することもあり、柔軟な対

在の主な仕事は水道水源保全に関する業務

応力が求められることも。
「先輩たちに助けら

や施設整備計画の策定です。過去には水質

れ、なんとか工事を完了させることができまし
た。任される仕事は拒まず、チームワークで乗
り越えることにやりがいを感じますね。ただ、
化学の知識という点に関しては自分ひとりの
知識が独り歩きしかねないため、責任の大き
さを感じることもあります」
。実務を通し、人数
が少ないからこそ他の職種の人たちとのコ

水道局浄水部
施設課

早坂 泰彦
仙台市出身
平成 22 年度採用

ミュニケーションが何より大事だと感じるよう
管理課で水質検査を担当したり、浄水場で

になったという早坂さん。安心・安全な水を提

浄水処理を経験してきたので、異動する度に

供できるよう専門知識を生かし、仲間たちと協

浄水部門の知識は深まっていったように思い

力しながら、活気ある仙台のまちづくりを目指

ます」。他にも環境局や建設局、健康福祉局

しています。

Private
子どもたちと過ごすことがほとんどで
す。大人の想像を超えた行動が多く、
刺激的な日々を送っています。ヒーロー
が活躍する映画鑑賞が好きなので、公
開日にはよく映画館に出かけます。

せんだいの職種図鑑

ある1 日のスケジュール

造園

都市個性をいかに守り、育てるか。

8:30

出勤

9:00

メールチェック、事務作業

10:00

会議資料の検討・作成

12:00

昼休憩

13:00

業者打ち合わせ

15:00

会議資料（案）の内容確認に関する
係打ち合わせ

16:30

メールチェック・事務作業

17:15

退勤

すことになりました」。大学教員などのみどり
の専門家により構成される
「杜の都の環境を

「杜の都」
を象徴する定禅寺通や青葉通の

つくる審議会」
では、スケジュール調整などの

ケヤキ並木をはじめ、仙台市のまちづくりに

運営も担当。令和3年6月に新たなみどりの

欠かせない「みどり」
を守り、都市緑化を推進

基本計画が完成したときには、大きな達成感

する重要な役割を担っているのが造園職で

で満たされたといいます。
「最初の配属先で担

す。菅原さんはその中でも
「仙台市みどりの

当した公園整備の工事監督でも、整備工事

基本計画」
の策定や進行管理などを担当して

が完了したときのやりがいは大きなものでし

きました。
「みどりの基本計画は、今ある自然

た。
『みどり』
は仙台市が誇るべき都市個性で

をどのように守っていくか、公園や街路樹を

あり、その中で専門性を生かすことができる
ところが、造園職として働く一番の魅力だと思
います」。
他にもみどりを活用したまちづくりを実践し
ている都市はたくさんありますが、仙台市に
は仙台市の良さがあると話す菅原さん。
「航空
写真で見ると仙台市は市域の約 8割がみどり

建設局百年の杜推進部
百年の杜推進課

菅原 峻
宮城県塩竃市出身
平成 23 年度採用

です。自然と都市機能が調和したまちである
どう維持管理していくかなど、みどりによるま

ことがよく分かります。みどりがある暮らしの

ちづくりを進める上で大切な計画です。社会

良さや魅力を発信していくことも造園職の役

情勢や市民ニーズの変化などに合わせて見

割だと認識し、仙台市のみどりを一層磨き上

直していく必要があり、今回 9 年ぶりに見直

げていきたいです」。

Private
家族と一緒に過ごしています。令和２
年に誕生した長男と一緒にブロック遊
びや絵本の読み聞かせをしたり、天気
がいい日は近所の公園へ散歩に出かけ
たりして、日頃の疲れを癒やしています。

せんだいの職種図鑑

ある1 日のスケジュール

土木

8:30

出勤
メール・スケジュールチェック

8:45

区画整理事業の事前相談

11:00

他都市調査依頼に対する回答作成

12:00

昼休憩

13:00

研修

14:30

区画整理事業に関する情報提供

15:30

道路台帳に関する打ち合わせ

16:30

区画整理事業者との打ち合わせ

よりよいものづくりで、後世につなぐ。

いつ頃造られた道路なのか、といった情報を図

もともと大きなビルや道路を見ながら街を歩

づいて道路がきちんと管理されているかどうか

17:00

議事録作成

くのが好きだったという佐々木さん。大学では土

を審査・検査したり、道路設計について事業者

17:15

退勤

木を専攻し、その知識を地元のために生かした

と協議したりといった役割も担っています。
「道路

いと考えていたといいます。
「父が公務員として

は市民生活の中で最も身近なインフラの一つ

人のために働く姿を身近に見て育ちました。私

で、その管理は市民の安全を守ることに直結し

も困っている多くの人の助けになりたいという想

ています。自分が携わったものが市民の暮らし

いから、東北の中心都市である仙台市を豊かに

を支えている様子を実際に目にすると、大きな

することが地元の力にもつながると考えました」
。

やりがいを感じます」
と話してくれた佐々木さん

面とともに整理しています。ほかにも道路法に基

ですが、ただ道路を造るだけでなく、次の世代
も変わらず使い続けられるよう守っていくことの
大切さも実感しています。
「土木職の仕事は答え
が一つでないことが多く、悩むこともあります
が、職場の同僚や先輩に相談し、ブラッシュアッ
プすることでよりよいまちづくりに貢献できます。

建設局道路部
道路管理課

また、賑わいを創出する場として道路を活用す

佐々木 和寛

現在は道路を管理する上で重要な
『道路台

るなどインフラに対する新たな考え方も出てきて

帳管理システム』
の保守・運用を主に担当。道

いることから、そのようなことにもアンテナを張り

宮城県大崎市出身
平成 22 年度採用

路の修繕計画や区画整理事業などの際に資料

つつ、これからも市民に愛されるまちをつくって

として活用できるよう、どこまでが市道なのか、

いきたいです」
。

Private
遊び盛りの男の子が2人いるので週
末は山や川などに出向き、元気いっぱ
い遊ばせるようにしています。その後は
日頃の疲れをとるため地元の温泉で
ゆっくりするのがお決まりのコースです。

せんだいの職種図鑑

ある1 日のスケジュール

建築

8:00

出勤・メールチェック ※

9:00

朝礼
打ち合わせ資料作成

10:00
11:00

建築のマルチプレイヤーとしての役割。
建築職の仕事は計画部門、建築行政部門、

か、地域のまちづくりを支援する取り組みも
行っています。
「仙台市で実施している
『まちづ
くり支援専門家派遣事業』
もメインで担当して

住宅政策部門と多岐にわたり、部署ごとに専

います。まちづくりについて何から始めたらい

門的な知識が求められます。大塩さんが所属

いか分からないという方々のためにまちづく

する都市計画課では、まちづくりの基本とな

り専門家を派遣し、勉強会を開くことが主な

る都市計画の決定や市街地形成に係る相談

活動内容です」。

支援業務を中心に行っています。
「仙台市の

建築職は関連する法律や条例が多く、日々

土地は都市計画によって建てられる用途が決

勉強だと大塩さんは言います。一方、異動を

まっています。現在認められていない土地に、

経験するごとに自分の中に一貫した知識とし

市民・事業者の相談対応

（調査・回答）

12:00

昼休憩

13:00

事業者等打ち合わせ

14:00

庁内打ち合わせ

15:00

打ち合わせ議事録まとめ

16:45

退勤 ※

※新型コロナウイルス感染症対策による時差出勤
（通常は8:30〜17:15）

て蓄積されていくのを実感できるため、建築
分野におけるマルチプレイヤーとして成長で
きるところに魅力を感じています。
「都市計画
を変えるということは人の流れを変えてしまう
責任を負わなければならないということ。そ
れでも携わった案件や施策が目に見える形で

都市整備局計画部
都市計画課

大塩 美里
仙台市出身
平成 26 年度採用

地区に残り続けるのは仕事の面白さであり、
地域に必要とされる建物を建てたい、という

やりがいです」。市民にとって生涯を通して暮

場合は都市計画そのものを変える必要がある

らしたいと思えるまちを目指し、大塩さんはこ

ため、その相談に来る事業者が多いですね」

れからも建築職として与えられた役割と日々

と話す大塩さんは、そうした窓口対応のほ

向き合っていきます。

Private
知らない場所に出かけてお気に入り
のスポットを見つけるのが楽しみの一
つ。日本の歴史を学ぶのが好きで、旅
先では必ず歴史スポット巡りしていま
す。実家で飼っているうさぎと遊ぶとど
んな疲れも吹き飛びます！

せんだいの職種図鑑

ある1 日のスケジュール

出勤 ※
メールチェック、資料整理

7:30

機械

8:30

係内打ち合わせ

（前日の車両保守日誌の共有、
当日の作業打ち合わせなど）

現場対応

9:00
11:00

委託業務の実績確認（帳票整理など）

12:00

昼休憩

13:00

市民生活を裏側から支えている実感。

とも。
「地下鉄は走行中に不具合が起きること
もあるので、お客様への影響が最小限になる

市民の生活に欠かせない公共施設やライ

よう、迅速な判断が求められます。大変だと

フラインの機能を守り、暮らしの基盤を支えて

感じることもありますが、発生状況や図面な

いるのが機械職です。学校、病院、水道、交

どをもとに係全員で協力して対応し、無事復

通、ガスなどの機械設備を扱うことになるた

旧できたときには大きな達成感が得られます。

め、幅広い知識が求められます。その中でも

復旧した車両がお客様を乗せて走っているの

齋藤さんが主に担当しているのは、地下鉄東

を見ると、安全・安心な運行に少しでも貢献で

西線の車両や検修機械設備の保守管理。特

きているということが実感できます」
。

に、運行によって摩耗した車輪の形状を整え

事務作業

（委託業務の計画・設計・積算業務、資材購入、
修繕等の発注業務など）

退勤 ※

16:15

※新型コロナウイルス感染症対策による時差出勤
（通常は8:30〜17:15）

もともとは民間の鉄鋼会社に勤めていたと
いう齋藤さん。転職のきっかけは、結婚して
子どもが生まれ、家族と触れ合う中で「もっと
生活に密着した仕事がしたい」
と思うように
なったことでした。
「公務員の機械職も、市民
の方と接する機会は多くありませんが、生活
に直結していることを強く感じられる職種で

交通局鉄道技術部
荒井管理事務所

齋藤 宏人
山形県山形市出身
平成 31 年度採用

す。災害に強いライフラインの供給や持続可
る
「車輪削正業務」
や「検修機械設備保守業

能な施設運営などをめざし、子どもからお年

務」
などの委託業務の管理を行っています。ま

寄りまで“住み続けたい”と思っていただける

た、車両が故障したときの原因調査や機器交

ようなまちづくりに、今後も貢献していきたい

換、交換後の試運転・入換運転などをするこ

と思います」。

Private
趣味はプロ野球観戦です。小学生の
頃からファンだったプロ野球チームが6
年ぶりに優勝、20年ぶりに日本一とな
り、2021年は最高の1年間でした。楽
天イーグルスとの交流戦もあるので、と
ても楽しみです！

せんだいの職種図鑑

ある1 日のスケジュール

電気

8:00

出勤、メール処理 ※

8:30

朝礼、事務作業（日報整理など）

10:00

工場内設備の巡視・点検

12:00

昼休憩

13:00

ライフラインを支える縁の下の力持ち。

稼働しているため、設備の不具合はいつ発生

事務作業

（委託資料作成、報告書類チェックなど）

15:30

委託業者との打ち合わせ

16:45

退勤 ※

してもおかしくありません。
「同僚や上司と協力

学校や庁舎、地下鉄などの市有施設にあ

して問題箇所の調査や解決策を検討し、復旧

る電気設備の建設・維持管理を中心に、市民

が完了したときは大きなやりがいを感じられ

生活のライフライン機能を守る役割を担って

ます」
と、コミュニケーションの大切さも実感し

いる電気職。岩渕さんは葛岡工場のごみの焼

ています。
「こうした現場作業を通して、先輩職

却施設、粗大ごみ処理施設、資源ごみを再利

員から後輩職員へと技術やスキルが継承され

用・再資源化する資源化センターが正常に稼

ていくのも電気職の魅力だと思います」
。

働しているかを巡視・点検しています。
「施設内

現在、地球温暖化や海洋プラスチックごみ

の発電設備はごみを焼却したときに発生する

の問題など、世界中が深刻な環境問題に直

※育児のため早出勤務（通常は8:30〜17:15）
仙台市では育児・介護等の個別の事情に応じて勤務時間を
選択することができます。

面しています。ごみ処理施設に勤め始めたこ
とで改めて環境問題に目を向けるようになっ
たという岩渕さんは、
「仙台市が定める
『杜の
都環境プラン』
にもあるように、環境問題は行
政だけでなく、市民や事業者が協力して進め
ていかないといけない問題」
と強調。
「杜の都

環境局施設部
葛岡工場

岩渕 努
岩手県一関市出身
令和 2 年度採用

の豊かな環境を守り、次世代に継承していけ
熱を利用しているので、その設備の管理や発

るよう、施設の維持管理等を通して脱炭素や

電量の計画・実績管理も電気職としての重要

資源循環につながるような取り組みを進め、

な役割ですね。縁の下の力持ちとして、なくて

持続可能なまちづくりを実現していきたいと考

はならない大切な仕事です」。施設は 1 年中

えています」
。

Private
子どもたちが所属しているスポーツ
少年団のサポートや、趣味であるトライ
アスロンのトレーニングをしています。
トレーニング用のオンラインツールが
あり、世界中の人たちとのつながりを
楽しんでいます。

せんだいの職種図鑑

ある1 日のスケジュール

獣医師

8:30

出勤、と畜検査の準備

8:45

と畜検査

12:00

昼休憩

13:00

輸出業務準備・移動

13:30

輸出業務立ち会い、確認作業

14:30

輸出証明書発行業務

15:00

打ち合わせ

います。
「と畜検査は公務員獣医師にしかでき

16:00

事務作業

臨床獣医師は犬や猫、牛などの動物の診

ない仕事で、この検査に合格した食肉だけが

17:15

退勤

療を行うことが主な仕事ですが、公務員獣医

市場に流通します。責任重大ですが、安全な

師の場合は食肉衛生検査所や衛生研究所、

食肉を家庭に届ける大事な仕事でもあるの

食品監視センターなど、主に公衆衛生の分野

で、とてもやりがいを感じています」
。

食卓の安全・安心を守るために。

で広く活躍しています。

生指導、牛肉の輸出に関する業務に携わって

仙台市における獣医師の仕事は食品衛生

もともと動物が好きで、動物園で働く獣医

に関するものだけではありません。動物管理

師にあこがれていたという狩野さん。大学で

センターでの動物愛護や、八木山動物公園で

獣医学を学んでいくうちに、人との関わりの深

の動物の診療、環境保全に関する調査・研究
など、配属される部署や業務内容は多岐にわ
たり、狩野さんも
「大学で学んだ知識を生かし
やすい」
と語ってくれました。
「仙台市職員とし
て働く獣医師は60人ほどいますが、横のつな
がりも強く、情報交換もしやすいです。日々の
検査から学ぶことも多く、興味の幅が広い方

健康福祉局保健衛生部
食肉衛生検査所

には向いている職種だと思います」
。専門的

狩野 真由子

い公衆衛生分野にも興味を持ち始め、動物園

な知識を生かし、勉強し続けながら、これから

の他にも保健所など様々な配属先のある仙台

も狩野さんは市民の食の安全と安心を守って

仙台市出身
平成 22 年度採用

市職員を目指すようになりました。現在は食肉

いきます。

衛生検査所で「と畜検査」や食肉市場内の衛

Private
体を動かすことが好きなので、ロー
ドバイクに乗ったり、ランニングをした
りしています。コロナ禍で家にいる時間
が増えたことをきっかけに、最近では
編み物も趣味に加わりました。

