
 

 

 

 

 

                              令和４年９月２０日 

 

 ◎申込受付期間     令和４年９月２０日（火）～１０月３１日（月） 

 ◎一次試験（筆記試験） 令和４年１１月２０日（日）  

 

１ 職種・採用予定人員・職務内容 

試験の職種 採用予定人員 職務内容 勤 務 先 

嘱託員 

 

１名 

 

有料道路及びパーキング

エリア運営管理、お客様

対応ほか管理業務全般 

宮城県道路公社本社 

仙台市青葉区上杉 1-1-20 

 

２ 受験資格 

（１）資格 

試験の職種 受  験  資  格 

嘱託員 

 

 

次の要件を全て満たす方 

ａ 高等学校卒業以上 

ｂ 普通自動車運転免許（AT限定可） 

ｃ パソコンの基本操作（ワード、エクセルは必須）ができること   

（２）次のいずれかに該当する方は、（１）の要件を満たしても受験できません。 

   ・日本の国籍を有しない人 

   ・禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなく

なるまでの人 

   ・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 

   ・平成 11 年改正前の民法の規定による準禁治産者の宣告を受けている人（心神耗弱

を原因とする人を除く。） 

 

３ 勤務条件等 

（１）雇用期間 令和５年２月１日から令和６年 1月３１日まで（１年間） 

        ※勤務実績等を勘案し、更新する場合（採用から３年を限度）があります。 

        ※採用後３か月の試用期間があります。 

（２）勤務日  月曜日から金曜日 

（３）休 日  土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日（以下「祝日」

といいます。）、１２月２９日から１月３日 

（４）就業時間 午前８時３０分から午後５時１５分まで（休憩６０分）７時間４５分 

【令和４年度】試験案内 

宮城県道路公社 嘱託員採用試験 



        ※時間外勤務（月１０時間程度）があります。また、休日にイベントを開

催する場合は平日の勤務と振り替えることがあります。 

（５）休 暇  年次有給休暇１０日、夏季休暇５日 

（６）給料等  月額１６９，８００円 

        通勤手当、賞与 年２．２月（6月 1.1 月、12月 1.1 月） 

※採用時期により期間計算あり  

２月入社 その年の６月の賞与 1.1 月×0.6＝0.66 月 

（７）社会保険 労災保険、雇用保険、厚生年金、健康保険 

 

４ 試験の実施時期・試験種目・試験地 

試験の実施時期 試験種目 試験地 

第一次

試験 

11 月 20 日（日） 

受付開始： 9:45 

着席時刻：10:15 

１０：３０ 

  ～ 

１１：４５ 

教養試験 

（択一式） 

東京エレクトロンホール宮城 

６０１会議室 

仙台市青葉区国分町三丁目 3-7 

電話(022)225-8641 

 

着席時刻：13:00 １３：１５ 

  ～ 

１４：１５ 

作文試験 

 

着席時刻：14:30 １４：４５ 

  ～ 

１５：４０ 

適性検査 

第二次

試験 

12 月 16 日（金）  個別面接 ふるさとビル内 

仙台市青葉区上杉一丁目 1-20 

電話(022)263-0566 

（注）第二次試験の詳細については、第一次試験合格者に書面でお知らせします。 

（注）災害の発生等やむを得ない事情により試験日時、試験場及び合格発表などを変更す

る場合には、道路公社ホームページ（https://www.miyagi-dourokousha.or.jp/）で

お知らせします。 

 

５ 試験内容 

試験種目 内容 

第一次

試 験 

教養試験 

(択一式) 

社会についての関心や基礎的・常識的な知識、職務遂行に必要な

基礎的な言語能力と論理的思考力をみる試験 

作文試験 一般的課題により職務の遂行に必要な論理性、判断力、思考力等

についての筆記試験（８００字以内） 

適性検査 職務を行うのに必要な適性についての検査 

第二次

試 験 

個別面接 道路公社嘱託員としての適格性についての人物面からの試験 

（１名あたり３０分程度） 

（注）第一次試験合格者は、第二次試験当日に卒業証明書（卒業証書の写し可）、普通自

動車運転免許を証明する写しを提出してください。 

（注）最終合格者は第一次試験、第二次試験の結果を総合して決定します。 



６ 受験の際の注意事項 

  ・試験会場に駐車場はありませんので、公共交通を利用願います。 

  ・試験当日は、新型コロナウィルス感染予防のため、マスクの着用をお願いします。 

  ・受験室は、換気のため、適宜窓やドアを開けます。室温の高低に対応できるよう服装

にはご注意ください。 

  ・試験当日は、検温等を行う等、ご自身の体調を確認のうえ、来場してください。また、

試験中に体調が悪くなられた時は、お申し出ください。 

  ・新型コロナウィルスの感染が疑われる方は、他の受験者への感染のおそれがあるた

め、受験できません。なお、これを理由とした試験の再実施は行いません。 

  ・試験会場では入場する際に検温を行います。また、消毒液を設置しますので手指の消

毒をお願いします。 

  ・試験中は携帯電話の電源は切ってください。試験中に携帯電話が鳴った場合は、その

後の受験はできません。 

  ・試験場の敷地内は禁煙です。 

 

７ 申込受付期間・受験手続等 

受 付 期 間 令和４年９月２０日（火）から１０月３１日（月）まで 

（持参する場合の受付時間は午前９時から午後５時まで（土日

祝日を除く）とします。郵送で申し込む場合は、令和４年１０

月３１日（月）までの消印のあるもので、同年１１月７日（月）

までに下記の申込先に届いたものに限り受け付けます。 

申込書の入手方法 申込書は次のいずれかの方法で入手できます。 

・道路公社総務課で配布 

・道路公社ホームページからダウンロード 

（https://www.miyagi-dourokousha.or.jp/） 

・郵送による請求  

郵送を希望する場合は、封書の表紙に「職員採用申込書」

と朱書きし、宛先明記の返信用封筒（長型３号・８４円切手

貼付）を必ず同封して、申込書申込先に郵送してください。 

第一次試験申込方法

及び申込先 

次の①、②の書類を封筒に入れ、封筒の表に「嘱託員採用試験

受験」と朱書きして、下記宛てに「簡易書留郵便」等確実な方

法により郵送してください。なお、受験申込書等は信書に該当

するため、郵送以外の方法で送ることはできません。 

①受験申込書 

 ・必ず所定の様式を使用してください。 

②履歴書  

 ・市販の履歴書で構いません。 

・写真は、脱帽、正面向きで上半身を申込前３か月以内に撮

影したもので、本人と確実に確認できるものが必要です。 

 



 

 

 

 

 

なお、第一次試験合格者が第二次試験を受験される場合は、

受験資格である学歴や普通自動車運転免許を確認するため、第

二次試験当日に卒業証明書（卒業証書の写し可）及び普通自動

車運転免許を証明する写しを提出していただきます。 

受 験 票 の 交 付 受験票は申込受付期間終了後に郵送しますが、令和４年 11 月

14 日（月）までに届かない場合は、連絡してください。 

（連絡先）宮城県道路公社総務課 電話(022)263-0566 

 

８ 合格発表・採用時期等 

合格発表 第一次 12 月 5 日（月） 合格者の受験番号を宮城県道路公社前に掲示

します。また、道路公社ホームページに掲載す

るほか、合格者に書面でお知らせします。 

最 終 12 月 26 日（月） 

採用時期 この試験の合格者からの採用予定は、令和５年２月１日（水）となります

が、相談のうえ、採用日を決定します。 

なお、提出書類に不実な記載があった場合には、採用されません。 

 

９ 試験結果の開示 

   この試験の結果については、口頭で開示を請求することができます。（下表参照） 

   開示を請求する場合は、受験者本人が、受験票及び本人であることを証明する書類

（運転免許証、旅券、学生証等）を持参のうえ、午前９時から午後５時まで（土曜日、

日曜日及び祝日を除く）に、下表の開示場所に直接おいでください。 

   なお、電話、はがき等による開示の請求はできません。 

  

試験 
開示請求 

できる人 
開示内容 開示受付期間 開示場所 

第一次試験 第一次試験 

不合格者 

試験種目別の得

点及び第一次試

験総合順位 

第一次試験合

格発表の日か

ら１か月間 

宮城県道路公社総務課 

仙台市青葉区上杉１－

１－２０ふるさとビル

４階 第二次試験 第二次試験 

受験者 

試験種目別の得

点及び総合順位 

第二次試験合

格発表の日か

ら１か月間 

 

 

 

 

（申込先）〒980-0011  

仙台市青葉区上杉一丁目 1番 20 号ふるさとビル４階  

宮城県道路公社総務課 



１０ 試験場所 

  （１）第一次試験会場 

東京エレクトロンホール宮城 仙台市青葉区国分町三丁目 3-7  

電話(022)225-8641 

仙台市営地下鉄南北線「勾当台公園駅・公園２出口」より徒歩約５分 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２） 第二次試験会場 

ふるさとビル内 仙台市青葉区上杉一丁目 1-20 電話(022)263-0566 

仙台市営地下鉄南北線「勾当台公園駅・北２出口」又は「北四番丁駅・南２ 

出口」より徒歩約８分 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問合せ先 宮城県道路公社総務課 電話(022)263-0566 

〒980-0011 仙台市青葉区上杉一丁目 1番 20 号ふるさとビル４階 

https://www.miyagi-dourokousha.or.jp/ 



                                 

受 験 申 込 書 

 

 

 私は、令和４年度宮城県道路公社嘱託員（一般事務）採用試験案内の記載内容を確認した 

 

うえで、採用試験を受けたいので申し込みます。 

 

 なお、私は次の各号のいずれにも該当しておりません。また、履歴書に記入した内容は全 

 

て事実と相違ありません。 

 

（１） 日本の国籍を有しない人 

 

（２） 禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがな 

くなるまでの人 

 

（３） 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 

 

（４） 平成 11 年改正前の民法の規定による準禁治産者の宣告を受けている人（心神耗弱

を原因とする人を除く。） 

 

 

 

 

                      令和  年  月  日 

 

                      氏名（自署）            

 


