
 

 

 

 

 

  公益財団法人仙台市水道サービス公社では，下記職務に従事する職員を募集します。 

１．募集する職種，職務内容，受験資格，採用予定数，採用予定年月日 

募集する職種 職 務 内 容 受 験 資 格 
採用 

予定数 

採用予定 

年月日 

 

 

正 職 員 

（業務全般） 

 

○法人運営に係る業務

及び一般事務並びに給

排水設備工事に関する

業務全般 

・会計事務等 

・受付窓口業務 

・審査検査業務 

・給水装置工事設計

業務 

〇次のいずれにも該当する人 

・平成２年４月２日以降の生ま

れで（長期勤務によるキャリ

ア形成を図る為），学校教育

法による大学（短大を除く）

を卒業（令和２年３月卒業見

込含む）した人 

・普通自動車免許所持者 

・パソコン（ワード・エクセル）

の基本操作が出来る人 

若干名 
令和２年 

4月 1日 

※業務の状況により，採用時期が早まる場合があります。 

２．留意事項 

(1) 欠格事項 

   次のいずれかに該当する人は，受験できません。 

    ① 成年被後見人又は被保佐人（※） 

    ② 禁錮以上の刑に処せられ，その執行が終わるまで又はその執行をうけることが

なくなるまでの人 

    ③ 日本国憲法施行の日以後において，日本国憲法又はその下に成立した政府を暴

力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し，又はこれに加入した人 

※ 民法の一部を改正する法律（平成１１年法律第１４９号）附則第３条第３項の

規定により，従前の例によることとされる者を含む。 

(2) 人事異動 

   人事異動等により募集する職以外の職務に従事することがあります。 

３．勤務条件 

(1) 勤務地 

   仙台市内 

令 和 元 年 度 

公益財団法人仙台市水道サービス公社 

正 職 員 採 用 試 験 案 内 



(2) 勤務形態 

   月曜日～金曜日 午前 8時 30分～午後 5時（38時間 45分／週） 

   ※必要に応じて超過勤務あり 

   ※職務内容により異なる場合があります。 

   ※交替制勤務有 

採用後，ある程度の経験と適性により，交替制勤務に就いていただく場合があります。 

(3) 休日 

   土曜日，日曜日，祝日，年末年始 

   ※職務内容により異なる場合があります。 

(4) 休暇 

   年次有給休暇有，その他当公社就業規則による。 

(5) 給与 

   給料月額 大学卒初任給  約 185,900円（調整手当含む） 

学歴や職歴によって，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。 

業績手当，超過勤務手当，通勤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。    

(6) 雇用期限 

   満 60歳に達した年度末まで（継続雇用制度あり） 

(7) その他 

   社会保険，労働保険，福利厚生制度適用 

４．受験申込手続き及び受付期間 

《申込方法》 

   所定の申込書に，必要事項をもれなく記載のうえ，写真（縦 4 ㎝×横 3 ㎝）を貼り，

志望動機を記入し，下記注意事項に従って公益財団法人仙台市水道サービス公社 総務

課あてに郵送してください。 

         〔送付先〕 

 

 

《受付期間》 

   令和元年 8月 1日（木）から令和元年 8月 23日（金） 

（受付期間中の消印のあるものに限り受理します。） 

《注意事項》 

(1) 申込みは郵送に限ります。 

   なお，郵送する際は「簡易書留」等の確実な方法により送付してください。 

(2) 封筒の表に「正職員採用試験申込」と朱書きしてください。 

(3) 官製はがき（62円）を１通同封してください。このはがきは，申込受理後，書類選考

の結果通知（書類選考合格者には受験票を兼ねる）として郵送しますので，表面に郵便

番号，住所，氏名を明記してください。（裏面は空白のままとしてください） 

 〒982-0015 仙台市太白区南大野田２９番地の１ 

    （公財）仙台市水道サービス公社 総務課 

                        ℡022-304-0173 



(4) 申込書は折らずに封筒に入れて郵送してください。 

(5) 書類選考の結果通知が令和元年 9月 9日（月）までに届かない場合は，当公社総務課

までお問い合わせください。 

(6) 事情のいかんにかかわらず申込書類に不備があるもの，官製はがきが同封されていな

いものは書類選考にて不合格とします。 

志望動機は，当公社を希望した動機，当公社に就職してどんな仕事をしたいのかなど

を記入してください。審査の判断材料となります。 

(7) 申込書等の提出書類は返却しません。 

５．試験の日時及び会場 

試 験 試験方法 日 時 会 場 

書類選考 
申込書及び志望

動機による選考 

 
 

第一次審査 

 

受  付 

筆記試験（90分） 

小論文試験（90分） 

令和元年９月 15日（日） 

  8：30～09：00 

  9：15～10：45 

 11：00～12：30 

仙台市水道局本庁舎 

2階大会議室 

仙台市太白区南大野田 29番地の１ 

第二次審査 面接試験他 令和元年 10月 7日（月） 第一次審査合格者に通知します。 

６．試験方法及び内容 

試 験 試験方法 試 験 内 容 

書類選考 
申込書及び志望動機

による選考 

志望動機を中心に採点し選考を行いま

す。 

第一次審査 

筆記試験 

・総合適性検査 

 

基礎能力及び社会的適性など総合的な適

性を判断します。 

①言語判断，数的判断，論理的思考 

 ②事務適性 

小論文試験 
出題テーマについての小論文試験 

試験時間：90分間／800字 

第二次審査 
面接試験及び 

パソコン操作の確認 

職務遂行能力，適格性等についての面接

及びパソコン操作の実技確認 

面接時間：約 30分／一人 

 

 

 

 



７．合格発表 

(1) 書 類 選 考：令和元年 ９月 ２日（月）（選考後郵送でのみ通知） 

(2) 第一次審査：令和元年 ９月２４日（火）午後 3時【予定】 

(3) 第二次審査：令和元年１０月１５日（火）午後 3時【予定】 

○ 公益財団法人仙台市水道サービス公社事務所（仙台市太白区南大野田 29番地の 1仙

台市水道局附属棟 1階）に掲示するとともに郵送で通知します。 

○ 受験資格を満たしていない等，申込書に事実と異なる記載をした場合には，合格を取

り消す場合があります。 

○ 合格者には，卒業証明書又は卒業見込証明書及び成績証明書を提出していただきま

す。 

○ この試験の結果については，下記の方法で開示を請求することができます。 

開示対象 開示内容 期間，申込方法 場 所 

書類選考の

不合格者 

書類選考の

順位，得点 

期間：それぞれの試験の合格発表日から

１か月間 

申込方法：受験者本人が，受験票又は本

人であることが確認できる書類（運転免

許証，旅券等）を持参の上，午前 9 時か

ら午後 5 時までの間に直接おいでくださ

い。（事前に電話予約をしてください。 

※土・日，祝日は除く） 

なお，電話，手紙等での開示請求には対

応できません。 

（公財） 

仙台市水道サービス

公社総務課 

 

仙台市太白区南大野

田 29番地の 1 

仙台市水道局附属棟 

2階 

℡022-304-0173 

第一次審査

の不合格者 

書類選考・第

一次審査の

順位，得点 

第二次審査

の不合格者 

書類選考・第

一・二次審査

の順位，得点 

８．採用 

(1) 採用の時期 

令和２年 4 月 1 日（採用後 6 ヶ月間は試用期間となります。）を予定しておりますが

業務の状況により採用時期が早まる場合があります。 

(2) 令和２年 3月 31日までに卒業見込みの人で，同日までに卒業できなかった場合など

は，この試験に合格しても採用を取り消す場合があります。 

９．個人情報の取扱いについて 

(1) 応募書類に含まれる個人情報は，当公社の職員募集に使用するもので，他のいかなる

目的にも使用することはありません。 

【受験に関する問い合せ先】 

公益財団法人 仙台市水道サービス公社 総務課 

〒982-0015 仙台市太白区南大野田２９番地の１ 

仙台市水道局附属棟２階     ℡022-304-0173 


