大学等卒業予定者及び一般対象

２０２２年度
ＩＲいしかわ鉄道株式会社 社員採用試験要項

ＩＲいしかわ鉄道株式会社

社員採用試験要項

（２０２２年３月大学等卒業予定者及び一般対象）

＜受付期間＞
４月２８日（水）～５月２５日（火）必着
１

採用職種・部門・採用予定人数等
職種

部門
運輸部門

鉄道職

主な職務内容

採用予定
人数

駅務員・乗務員等の業務
《施設》線路や土木構造物等の検査、保守等

技術部門

６名
程度

《電気》電力、信号通信設備の検査、保守等
※ 当社では、鉄道職の社員を募集します。希望する部門のある方はｴﾝﾄﾘｰｼｰﾄの希望部門の欄に
優先順位を数字で記載してください。試験の結果と合わせ、配属部門の参考とします。

２

受験資格
受

験

資

格

○２０２２年３月末時点で下記のいずれかに該当する者で、かつ、年齢が満３５
歳以下の者
① 大学、高等専門学校、短期大学、専修学校（修業年限２年以上の専門課程に
限る。）の卒業見込者
② 大学院修了見込者
③ ①又は②を卒業した者
④ 高等学校卒業者
※なお、国土交通省令等で定められた視力・聴力等の下記基準に達していること。
１．各眼が裸眼で 0.7 以上、かつ両眼で 1.0 以上のこと。または「メガネ」に
て各眼で 0.7 以上、かつ両眼で 1.0 以上に矯正できること。
（視力の矯正については「メガネ」を使用する点に注意してください）
２．両眼視機能に異常がないこと。
３．色覚、光覚、視野に異常がないこと。
４．各耳とも５メートル以上の距離でささやく言葉を明らかに聴取できること。
（「補聴器」の使用はできません）
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３

試験日時及び試験会場
（１）一次試験［書類選考通過者のみ実施］
日

時

試験内容

６月８日（火）

試験会場

① 適性検査、②小論文試験、③教養試験

石川県立音楽堂
交流ホール
（金沢駅兼六園口
すぐ）

※一次試験合格発表：数日以内に結果を書面で発送します。
（２）二次試験［一次試験合格者のみ実施］
日

時

受付時間・試験時間・試験会場

６月１７日（木）

一次試験合格者に、個別にご案内します。
・実施する試験
① ｸﾞﾙｰﾌﾟﾃﾞｨｽｶｯｼｮﾝ、②面接試験、
③ 健康診断

試験会場
当社 本社
(金沢市高柳町
九の１番地１)

※内々定者決定：６月下旬

４

試験の方法及び内容
種 類

内

容

教養試験

大学等卒業程度の一般教養（一般常識及び一般知能）についての試験
《一般常識》
・社会、人文、自然など
《一般知能》
・文章理解、数的処理など

小論文試験

課題に対する考え方及び文章による表現力についての試験
職務遂行に必要な適性についての検査
①作業性検査（クレペリン検査）

適性検査

ｸﾞﾙｰﾌﾟ
ﾃﾞｨｽｶｯｼｮﾝ

簡単な一桁の足し算を連続して行う作業による検査
②識別性検査
図形や文字の並びを判定する作業による検査
思考力やコミュニケーション力についての試験

面接試験

主に人柄、性格等に関する面接

健康診断

業務遂行に支障をきたすおそれのある視器疾患等の有無についての
検査（２「受験資格」※参照）
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５

採用時期
２０２２年４月１日

６

給与
初任給
大学院卒・大卒

諸手当
179,200 円

高等専門学校卒
短期大学卒

161,200 円

専修学校卒
高等学校卒

７

150,000 円

賞与、扶養手当、住居手当等、それぞれの支給
条件に応じて支給します。
職歴のある方は、その職歴及び経験を勘案した
うえで、当社の規定に基づき支給します。

就業時間等
就業時間

勤務地

午前９時００分～

本社及びＩＲいしかわ鉄道

午後６時００分

線の石川県内エリア全域

変形労働時間制あり（※１） 転勤の可能性あり（※２）

休日等
①休日：４週８休を基本
（年間休日１１９日）
②休暇等：年次有給休暇のほか、
忌引休暇などの特別休暇など

※１ 就業場所、業務内容によっては、変形労働時間制、交替制による勤務があります。
※２ 入社後、鉄道の運行に必要な専門的知識・技能の習得を図るため、当社以外の鉄
道会社へ出向し、研修を受けることもあります。この場合、就業時間や勤務地等
については、研修先の就業条件によることとなります。
（事業エリア外で勤務する
場合があります。）

８

応募方法等受験手続

応募申込から
内々定までの
流れ

（１）エントリーシートの入手・必要事項の記入
［入手方法］
① ホームページからダウンロード
② マイナビ 2022 にエントリーして入手
③ 後記配布場所で直接入手
④ 郵送により請求
［必須事項の記入］
エントリーシートに必須事項を記入してください。
（２）当社へ郵送又は直接持参
以下の書類を下記応募申込先に提出してください。
-3-

・エントリーシート
・成績証明書
・卒業見込証明書（※）又は卒業証明書
※学校の都合により発行が間に合わない場合は、後日送付可
・374 円分の切手を貼った返信用封筒（定形(長形 3 号)）
※書類選考結果の送付（速達）のためお願いします。
※封筒に送付先の住所・氏名を明記してください。
※ハローワークの紹介により応募される方は、ハローワー
クの紹介状を同封してください。
[受付期間]
○受付期間 2021 年 4 月 28 日(水)～5 月 25 日(火)
○受付時間 午前 9 時 00 分～午後 6 時 00 分
(土・日曜日及び祝日は、持参の受付を行いません)
※郵送の場合は、5 月 25 日(火)必着
（３）書類選考
書類選考結果を 6 月 2 日（水）までに発送します。
○書類選考通過者に、書類選考結果と併せて「受験票」を
送付します。到着後、「受験票」の記載内容を確認の上、
一次試験当日に持参してください。
○6 月 4 日（金）までに到着しないとき、又は受験票の記
載内容がエントリーシートの記載内容と異なるときは、
至急お問い合わせください。
（４）一次試験
（５）二次試験
（６）内々定
ＩＲいしかわ鉄道株式会社
応募申込先
（お問い合わせ先）

総務企画部総務企画課（採用担当：中、和泉）
〒920-0005 石川県金沢市高柳町九の１番地１
電話：076-256-0560

FAX：076-256-0561

９ エントリーシートの入手方法
① ホームページからダウンロードする場合
当社のホームページにエントリーシートの様式を掲載しますので、エントリーシー
トをダウンロードして必要事項を記入してください。
ホームページアドレス：http://ishikawa-railway.jp/
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② マイナビにエントリーして入手する場合
マイナビへのエントリー後、ご登録いただいたメールアドレスあてにエントリーシ
ートの様式及び本試験要項を送付しますので、エントリーシートを出力して必要事
項を記入してください。
③ 配布場所で直接入手する場合
受付期間中に、下記の窓口で配布します。
配布場所
ＩＲいしかわ鉄道㈱
総務企画部総務企画課
石川県東京事務所

石川県大阪事務所

金沢市東京事務所

住所
金沢市高柳町九の１番地１
東京都千代田区平河町 2-6-3
（都道府県会館１４階）
大阪市北区西天満 4-14-3
（リゾートトラスト御堂筋ビル２階）
東京都千代田区平河町 2-4-2
（全国都市会館５階）

いしかわ移住ＵＩターン

東京都千代田区大手町 2-6-2

相談東京センター

（パソナグループ本部ビル内）

いしかわ移住ＵＩターン

大阪市北区西天満 4-14-3

相談大阪センター

（リゾートトラスト御堂筋ビル１階）

ふるさと回帰支援センタ

東京都千代田区有楽町 2-10-1

ー相談窓口

（東京交通会館８階）

ジョブカフェ石川

金沢市石引 4-17-1

金沢センター

（石川県本多の森庁舎１階）

ジョブカフェ石川

小松市三日市町 18-1

加賀サテライト

（三日市きまっし☆プラザ２階）

ジョブカフェ石川

七尾市神明町 1

能登サテライト

（ミナ.クル３階）

④ 郵送により請求する場合

電話番号
076-256-0560

03-5212-9016

06-6363-3077

03-3262-0444

03-6734-1497

06-6809-7603

090-1541-8786

076-235-4513

0761-21-2223

0767-53-7070

返信用封筒を同封のうえ請求してください。

○請求用封筒
・封筒左下に「エントリーシート請求」と朱書
・あて先
〒920-0005 石川県金沢市高柳町九の１番地１
ＩＲいしかわ鉄道株式会社 総務企画部総務企画課
○返信用封筒
・請求用封筒に同封してください。
・角型２号（Ａ４判の入る大きさ）
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・140 円分の切手貼付（速達を希望される場合は、430 円分の切手を貼付してくださ
い）
・あて先明記（請求する方の住所・氏名・郵便番号を記入）
10

受験にあたっての注意事項
（１）一次試験当日は、次のものを必ず持参してください。
・受験票
・筆記用具（ＨＢ程度の黒鉛筆３本以上、プラスチック製の消しゴム及び鉛筆削り
（電動式・大型のもの・ナイフ類を除く））
・時計（辞書や電卓等の機能があるもの、秒針音のするもの、大型のものを除く）
・身分証明書（学生証、運転免許証等、写真付きのもの）
※なお、試験は午前と午後に渡って行われますので、各自昼食をご用意ください。
（昼食時の会場外への退出は可能です）

（２）机上には受験票、筆記用具（鉛筆、消しゴム及び鉛筆削り）、時計以外のものを置
くことはできません。
（３）携帯電話等の電子機器類は試験室に入る前に必ずアラームの設定を解除し電源を
切っておいてください。なお、試験時間中にかばんの中等で携帯電話の着信音や
マナーモードの振動音などが発生した場合には、監督者が本人の了解を得ずにか
ばん等を試験室外に持ち出し、当該試験時間終了まで保管します。
（４）受験のための旅費は、支給しません。
（５）原則、当日の遅刻は認めません。
※ 新型コロナウイルス感染症の対策について
新型コロナウイルスの感染予防のため、試験当日は下記ご協力願います。
・ 試験会場入場にあたりマスクを常時着用してください。
・ 当日に咳やくしゃみ、発熱、咽頭痛など感冒の症状や強いだるさ、息苦しさが
ある場合は受験を控えてください。
・ 試験会場入口に設置のアルコール消毒液で手指を除菌して入場ください。
・ 他の人との距離をできるだけ２ｍ以上確保した行動をとってください。
・ 試験会場内での飲食は控えてください。
・ 試験会場である音楽堂では、試験会場入り口において検温を実施しますのでご協
力願います。その際、高温アラーム（３７．５度に設定）が反応した場合は再度
検温し、それでも３７．５度以上あった場合は、受験いただくことはできません
ので、ご理解ご協力お願いします。
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一次試験会場へのアクセス
石川県立音楽堂 交流ホール（地下１階）
石川県金沢市昭和町 20-1
電話 076-232-8111
石川県立音楽堂へは JR 金沢駅を目指してお越しください。
JR 金沢駅兼六園口（東口）より徒歩 1 分です。

※ 交流ホールへは、金沢駅東もてなしドーム地下広場から直接お越しいただけます

［お問い合わせ先］
ＩＲいしかわ鉄道株式会社 総務企画部総務企画課
〒920-0005 石川県金沢市高柳町九の１番地１
TEL:076-256-0560 FAX:076-256-0561
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