一般財団法人さいたま市都市整備公社
常務理事候補者

募集案内

一般財団法人 さいたま市都市整備公社
ＴＥＬ

総務課

０４８−６４５−４７６１

平成３１年６月開催予定の理事会の日から執務予定
１

募集内容

一般財団法人さいたま市都市整備公社（以下「公社」という。）は、常務理事の候補者を募
集します。職務の概要は以下の通りです。
募集区分

職務の概要

募集人数

理事会の方針等に従い、理事長を補佐し、公社の業務全般にわた
常務理事
候補者

り職員を指揮・指導・監督し、適正かつ健全な公社運営・経営を
実現するため、業務改革・経営改革・意識改革を積極的に推し進

１名

めます。

２

求める人材のイメージ
創造的で進化する組織づくりと健全経営を実現する為に、事業運営に必要な
常務理事
候補者

業務知識・業務経験と高度なマネージメント力を有し、経営改革に積極的に
取り組み、率先垂範して組織をリードできる実行力、企画力、実務能力を兼
ね備えた意欲的な人材を募集します。

３

主な応募日程

（詳しくは、次項以降を必ず参照のこと。）

◆受付期間（郵送又は持参）
平成３１年３月１３日（水）〜平成３１年４月１２日（金）【必着】
※

郵送の場合は、特定記録郵便により申し込んでください。

◆１次選考（書類選考）

平成３１年４月中〜下旬

◆２次選考（面接選考）

平成３１年５月７日（火）〜１０日（金）【予定】
〈１次選考合格者のみ〉

※

２次選考（面接選考）の日程は、変更することがあります。
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４

応募資格

(1) 次のいずれかの要件を満たす者とします。
ア

日本国籍を有する者

イ

出入国管理及び難民認定法による永住者

ウ

日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法
による特別永住者

(2) 次のすべての要件を満たす者とします。
ア

昭和３０年４月２日以後に生まれた者

イ

平成３１年６月開催予定の理事会の日から、公社において職務を遂行できる者

ウ

法人等において管理職などのマネージメント業務の経験を５年以上有する者又はそれ
と同等の経験を有する者

エ

公社の目的及び事業を理解し、適正かつ健全な公社運営・経営に貢献する意欲のある者

オ

公社が所有する企業等の情報を漏洩並びに自己又は第三者の利害関係のために使用す
ることがなく（常務理事の退任後も含む。）、公平性、平等性及び透明性を持って業務を
遂行できる者

カ

公社役員在任中、営利を目的とする法人若しくは団体の役員（同等以上の職権又は支配
力を有する者を含む。）となり、又は自ら営利事業に従事することがない者

(3) ただし、次のいずれかに該当する者は応募できません。
ア

破産者、成年被後見人又は被保佐人

イ

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
るまでの者

ウ

物品の製造若しくは販売若しくは公社の事業に関連する業務の請負を業とする者で、
公社と取引上密接な利害関係を有する者又はこれらの者が法人であるときはその役員（同
等以上の職権又は支配力を有する者を含む。）

エ

公社が所有又は管理する施設を使用して事業を営む者又はこれらの者が法人であると
きはその役員（同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。）

オ

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律（平成１８年法律第４８号）第６５条（役
員の資格等）に該当する者
（役員の資格等）
第６５条 次に掲げる者は、役員となることができない。
一 法人
二 成年被後見人若しくは被保佐人又は外国の法令上これらと同様に取り扱われている者
三 この法律若しくは会社法（平成 17 年法律第 86 号）の規定に違反し、又は民事再生法（平成 11 年法律第 225
号）第 255 条、第 256 条、第 258 条から第 260 条まで若しくは第 262 条の罪、外国倒産処理手続の承認援助に
関する法律（平成 12 年法律第 129 号）第 65 条、第 66 条、第 68 条若しくは第 69 条の罪、会社更生法（平成 14
年法律第 154 号）第 266 条、第 267 条、第 269 条から第 271 条まで若しくは第 273 条の罪若しくは破産法（平
成 16 年法律第 75 号）第 265 条、第 266 条（特定の債権者に対する担保の供与等の罪）
、第 268 条から第 272 条
まで若しくは第 274 条の罪を犯し、刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなっ
た日から二年を経過しない者
四 前号に規定する法律の規定以外の法令の規定に違反し、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者（刑の執行猶予中の者を除く。
）
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５

提出書類

様式は、公社ホームページ（http://www.saitama-toshiseibi.or.jp）からダウンロードして
頂くか、若しくは公社事務所（総務課）においても配付しています。
(1) 申込書（様式１）・受験票（様式２）
・

所定の様式（別紙様式１及び２）を使用してください。【他用紙は不可】

・

申込書記入要領に従って記入のうえ、写真（縦４㎝×横３㎝・カラー・モノクロは問
いません。）を必ず貼付してください。

(2) 小論文（様式３）
・

所定の様式（別紙様式３）を使用してください。【他用紙は不可】

・

課題に沿って、応募者本人が自筆又はパソコン等により、１，０００字から１，２００字
程度で作成してください。

(3) 受験票返信用封筒
・ 「長形３号」封筒に切手２４２円分（郵便料金８２円＋１６０円）【特定記録郵便】を
貼付し、あて先に応募者の郵便番号、住所、氏名を記入してください。
(4) １次選考結果返信用封筒
・

「長形３号」封筒に切手２４２円分（郵便料金８２円＋１６０円）【特定記録郵便】

を貼付し、あて先に応募者の郵便番号、住所、氏名を記入してください。
６

申込方法

(1) 受付期間

平成３１年３月１３日（水）〜平成３１年４月１２日（金）【必着】

(2) 申 込 先

本募集案内の１０ 問い合わせ・応募申込先 の宛先に郵送又は持参して

ください。
ア

封筒の表面に「常務理事候補者選考申込書在中」と朱書きし、裏面には応募者の住

所、氏名を必ず記入してください。
イ

前項の提出書類「(1)申込書・受験票」、「(2)小論文」、「(3)受験票返信用封筒」、

「(4)１次選考結果返信用封筒」を同封してください。
※

郵送の際は、必ず特定記録郵便により申し込んでください。普通郵便で申し込まれた場

合の事故については、責任を負いません。
※

持参の場合は、平日の９時〜１２時、１３時〜１７時の間にお願い致します。

※

受付期間を過ぎて提出された書類等は、理由の如何を問わず受理できません。また、記

載事項の不備や提出書類の不足等がある場合も受理できませんので注意してください。
※

提出された書類等は返却しません。

※

受験票は郵便で送付します。平成３１年４月１７日（水）までにお手元に届かない場合

は、１０ 問い合わせ・応募申込先 まで、ご連絡ください。
※

申込書に記載された個人情報は、選考試験に関する事務以外の目的には使用しません。
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７

選考方法等

１次選考

１次選考
合格発表

平成３１年４月中〜下旬
・書類選考（申込書類及び小論文審査）

平成３１年４月２６日（金）までに、各応募者に郵送で通知します。

上記通知期限から５月６日（月）まで、１次選考合格者受験番号を公社ホームページに掲示しま
す。【ホームページアドレス：http://www.saitama-toshiseibi.or.jp/】

平成３１年５月７日（火）〜１０日（金）【予定】
・面接選考会場 さいたま市大宮区錦町６８２番地２
大宮情報文化センター（JACK 大宮）６階
２次選考

一般財団法人さいたま市都市整備公社 会議室
※ 面接に必要な交通費については、各自でご負担下さい。
※ 日程及び面接会場は変更することがあります。１次選考に合格された方には、別
途日程等をご案内いたします。

２次選考
合格発表

平成３１年５月２９日（水）までに、２次選考受験者に郵送で通知します。

上記通知期限から１週間〔６月４日（火）〕まで、２次選考合格者受験番号を公社ホームページ
に掲示します。【ホームページアドレス：http://www.saitama-toshiseibi.or.jp/】
※

選考は、公社役員候補者選考委員会で行います。選考の結果、適任者なしと判断する場合も
あります。

※

上記の通知は、郵便事故などにより延着や未着の場合もありますので、合否は公社ホームペ
ージで確認して下さい。なお、電話等での合否の問い合わせにはお答えできません。

８

合格から役員就任まで

(1) 合格の通知後、応募資格がないと判明した場合や申込書等の記載に虚偽又は不正がある
ことが判明した場合には、合格を取り消します。
(2) 合格者は、公社の常務理事の候補者となり、平成３１年６月開催予定の評議員会におい
て「理事」に選任され、その後開催の理事会において「常務理事」に選定された場合に、
正式に常務理事に就任することとなります。
(3) 候補者として内定後又は常務理事就任後、心身の故障のため職務の遂行に支障があり、
又はこれに堪えられないことが明らかになった場合には、内定の取り消し、又は理事会、
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評議員会において解任となります。
９

任期、報酬等

(1) 常務理事の任期は、選任日から平成３３年６月開催予定の定時評議員会の終結の時まで
（概ね２年間）です。
ただし、評議員会及び理事会において、任期中の業績、能力が優れていると判断された
場合には、更に１期（概ね２年間）再任されることもあります。また、常務理事として能
力、資質が不適格と判断された場合には、任期途中で解任される可能性もあります。
常務理事については、６５歳に達した日の事業年度の翌年度に開催する定時評議員会終
結の時をもって任期満了となります。
(2) 公社規則に基づき、報酬、通勤手当、賞与（現行２．３ヵ月分）が支給されます。
職

報酬月額

常務理事

３０４，０００円

※公社規則の改正により改定する場合があります。

(3) 退任時の退職手当はありません。
(4) 執務時間
役員であることから執務時間、休暇の定めはありませんが、基本的には月曜日から金曜
日の間は、常勤役員として執務していただきます。
(5) 福利厚生

健康保険、厚生年金保険 等

(6) 執 務 地

さいたま市大宮区錦町６８２番地２
大宮情報文化センター（ＪＡＣＫ大宮）６階
一般財団法人さいたま市都市整備公社

１０

問い合わせ・応募申込先

〒３３０−０８５３ さいたま市大宮区錦町６８２番地２
大宮情報文化センター（ＪＡＣＫ大宮）６階
一般財団法人さいたま市都市整備公社 総務課
電話

０４８−６４５−４７６１
Ｅ-mail

１１

ＦＡＸ

０４８−６４５−２７７５

soumu@saitama-toshiseibi.or.jp

その他

公社の概要、事業計画、事業報告等は、ホームページに掲載していますので、そちらをご参照
ください。【ホームページアドレス：http://www.saitama-toshiseibi.or.jp/】
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