
令和元年 11月 25日 

                          公益財団法人せんだい男女共同参画財団 

申込受付期間 令和元年 12月 2日（月）～12月 23日（月） ※必着 

試 験 日 令和 2年 1月 19日（日） ※書類選考通過者が対象 

採用予定日 令和 2年 4月 1 日（水） 

 

１．公益財団法人せんだい男女共同参画財団の概要 

当財団は、男女共同参画推進のための事業や、男女平等推進に向けた市民の自主的な活動

に対する多様な支援を行うとともに、男女平等の社会的風土づくりを進め、これにより

「男女平等のまち・仙台」の早期実現に寄与することを目的として平成 13 年 4 月 1 日に    

設立されました。 

男女共同参画社会形成促進のための調査研究や啓発、情報収集、相談、研修、市民活動支援

などの事業、仙台市男女共同参画推進センター（エル・パーク仙台、エル・ソーラ仙台）の

指定管理業務などを行っています。 
 

２．採用人員・受験資格・職務内容・勤務場所 

採 用 人 員 若干名 

受 験 資 格 

次の①・②に該当する人 

①次のア～オのいずれかに該当する人 

ア. 社会福祉士、精神保健福祉士、臨床心理士、臨床発達心理士、保健師

のいずれかの資格がある人 

イ. 大学等で心理学の課程・学科を専攻し修了した人、又は相談員・カウ

ンセラーの養成講座・研修等を受講した人 

ウ. 男女共同参画センター、福祉事務所等で相談業務の経験がある人 

エ. 公共職業安定所での就労相談業務の経験、企業の人事採用担当の経

験、または就業に関する相談業務の経験がある人 

オ. キャリアカウンセリング、又はキャリアコンサルティングに関する実

務経験がある人 

②パソコン（ワード、エクセル等）の基本操作ができる人 

主な職務内容 
女性相談、男女共同参画に関する相談、女性の就業・自立相談、就業自立

支援事業など 

勤 務 場 所 
仙台市男女共同参画推進センター エル・ソーラ仙台 

（仙台市青葉区中央一丁目 3番 1号 AERビル 29階） 

※欠格事項 次のいずれかに該当する場合は受験できません。 

① 成年被後見人又は被保佐人（準禁治産者を含む） 

② 禁錮
こ

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 

令和元年度 
公益財団法人せんだい男女共同参画財団  

嘱託職員（相談支援員）採用試験案内 



３．試験の方法・内容 
 

（1）書類選考 

嘱託職員（相談支援員）採用試験申込書に記入された「応募動機・抱負など」及び

「受験資格に該当する経験・実績等」の内容により選考します。 
 

（2）書類選考結果のお知らせ 

     選考結果を申込者全員に発送します。 

※令和 2年 1月 14日(火)までに届かない場合は、お問い合わせください。 

※提出いただいた書類はお返ししません。 

 

 （3）採用試験（書類選考通過者が対象） 

 ［試 験 日］令和 2年 1月 19日（日） 

［試験会場］エル・ソーラ仙台 大研修室（仙台市青葉区中央一丁目3番1号AERビル28階） 
 

試験内容 

① 論文  （出題された男女共同参画に関するテーマについて        

記述するもの 1,200字以内、90分） 

② 個別面接 

③ 相談実技（インテーク（予備）面接） 

 

※論文試験の出題は、日本語の活字印刷文により行い、日本語で解答していただきます。 

また、面接試験及び相談実技試験は全て日本語での質問・応答になります。 

 

４．申込方法 

本案内挟み込みの申込書に必要事項を漏れなく自筆で記入し、写真（3か月以内に撮

影した脱帽、上半身正面向き、縦 4 ㎝×横 3 ㎝）を貼付の上、次の(1)、(2)のいずれ

かの方法で申し込んでください。 

 

（1）郵送による申込 

【宛  先】〒980-6128仙台市青葉区中央一丁目 3番 1号 AERビル 29階 

（公財）せんだい男女共同参画財団 総務企画課 

【受付期間】令和元年12月2日（月）から同年12月23日（月）まで ※ 必着 
 

※「簡易書留」等の確実な方法により送付してください。 

 

（2）持参による申込 

【受付場所】仙台市青葉区中央一丁目 3番 1号 AERビル 29階  

（公財）せんだい男女共同参画財団 総務企画課 

【受付期間】令和元年 12月 2日（月）から同年 12月 23日（月）まで 

※ 土・日、及びエル・ソーラ仙台休館日（12/11）を除く 

【受付時間】午前 8時 30分から午後 5時まで 

 

 【注意事項】封筒の表に「嘱託職員採用試験」と朱書きしてください。 

 

 



５．合格発表 
 

［発表日時］ 令和 2年 1月 24日（金） 午前 10時 
 

◇合格者には通知書を郵送します（不合格者には通知しません）。 

◇以下の期間、合格者の受験番号を掲示し、電話による合否の照会を受け付けます。 

掲
示 

・エル・ソーラ仙台「市民交流・図書資料スペース」掲示板 

・当財団ホームページ（https://www.sendai-l
エル

.jp/） 令和 2年 

1月 24日(金) 

午前 10時～ 

1月 31日(金)正午 
照
会 

・総務企画課（☎022-212-1627） 
※土・日、及びエル・ソーラ仙台休館日(1/27)を除く、 

午前 8時 30分から午後 5時まで。 

※受験者の氏名はお答えできません。受験番号で照会してください。 
 

◇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

ことがあります。 

◇合格者が採用を辞退した場合、合格者を追加することがあります。 

◇この試験の結果については、下表の方法で開示を請求することができます。 

対象 開示内容 期間、申込方法 電話予約・開示 

採用試験の

不合格者 

試験の 

順位、得点 

期間：合格発表日から令和 2年 2月 25日(火)まで 

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（運転免許証等の顔写真がついた証明

書）を持参の上、午前 8時 30分から午後 5時までの間

に事前に電話予約の上、お越しください(土・日、祝日、

及びエル・ソーラ仙台休館日(1/27、2/10)を除く)。 

なお、電話、文書等での開示請求には対応できません。 

総務企画課 

仙台市青葉区中央

一丁目 3番 1号 

AERビル 29階 

 

☎022-212-1627 

 

６．勤務条件等  

当財団嘱託職員就業規則等によります。 

勤務時間 

毎 4週間につき 1週間当たり 30時間（6時間×5日）。 

午前9時から午後4時まで（休憩1時間）が基本ですが、午前 10時から午後 9

時の間での 6時間勤務もあります。 

週 休 日 日曜日、毎 4週間につき 4日 

休  日 祝日、年末年始（12/29～1/3） 

休  暇 
1 年間に 15 日の年次有給休暇や、結婚休暇、生理休暇等の特別休暇の他、

育児休業や介護休業の制度があります。 

給 与 等 

給与月額 168,000円程度 

上記のほか、通勤手当（片道 2 ㎞以上、上限 55,000 円）、超過勤務手当が     

それぞれの支給要件に基づき支給されます。 

（健康保険、厚生年金保険、雇用保険、労災保険の適用があります。） 

雇用期間 

令和 2年 4月 1日から 1年間 

（雇用期間を更新することがあります。最長 5年まで。） 

なお、当財団嘱託職員就業規則により、定年は 60歳となります。 

 

７．その他 

前回（平成28年12月）実施した嘱託職員採用試験の実施状況（参考） 

申込者数 
受験者数 

(書類選考合格者) 合格者数 

12名 7名 1名 
 



 

 

 

 

 

 

試験会場（エル・ソーラ仙台）案内図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○地下鉄／ 仙台市地下鉄南北線・東西線「仙台駅」から徒歩 4 分 

○JR 線／「仙台駅」から徒歩 2 分 

＊試験会場へは時間に余裕をもってお越しください。 

 

 

 

 

 

問い合わせ 

公益財団法人せんだい男女共同参画財団 総務企画課 

〒980-6128 仙台市青葉区中央一丁目 3 番 1 号 AER ビル 29 階 

☎ 022-212-1627 

 

※この採用試験案内及び申込書は、当財団ホームページからダウンロードできます。 

https：//www.sendai- l
エル

.jp/ 
 


