本市退職者の就任が求められる理由及び候補者に求める要件（指定出資団体）
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別 紙 ３

人材情報提供依頼書記載内容（要旨）
本市退職者の就任が求められる理由

候補者に求める要件

(公財)札幌国 企画事業
当財団は、国際都市札幌の実現を目指し、多様な交流の振興と多文
国際交流分野で勤務実績があり、
札幌市を取り巻く
際プラザ
部長
化共生の推進により、地域の発展に寄与することを使命としており、 社会経済情勢及び市の政策に精通していること。
国際交流や国際会議の誘致等の分野において、市民と行政をつなぐ役
また、法人運営に係る総務や企画業務などの責任者
割を担っていることから、市の施策との密接な連携が必要である。
としての管理・運営能力を有していること。
このため、市の政策に精通し、調整を図りながら財団運営、事業推
進を統括することのできる人材として、長年に渡って蓄積された行政
経験や実務上のノウハウ、さらには幅広い人脈などを有する札幌市の
退職者を採用することが効果的である。
(公財)パシフ 常務理事
ィック・ミュ
ージック・フ
ェスティバル
組織委員会

ＰＭＦは札幌市の文化行政の一翼を担っており、札幌市と緊密に連
携しながら音楽祭を実施することが求められるため、札幌市政に精通
し、先頭に立って市政を担ってきた人材が必要である。また、メイン
スポンサー撤退という厳しい状況の中、中長期的に持続可能な運営体
制を築き、協賛企業等との関係や信頼を保ちながら安定的に事業を継
続していくため、中期的な期間、就任できる人材が必要である。
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文化行政に精通しているのみではなく、
札幌市の行
政を取り巻く社会経済情勢に精通していること、
さら
に、組織の総括責任者としての高い管理能力、資質及
び経営能力を有していることが必要であることから、
局長職退職者が適当である。

(公財)さっぽ 専務理事
ろ青少年女性
活動協会

当財団は、人とのつながりを通じて青少年の健全育成と青少年女性
の社会参加を促進し、魅力あふれる地域社会創造のための主体的な活
動を支援することにより、地域社会の発展及び向上を図り、もって豊
かな生活の実現に寄与することを目的としている。
この目的達成のために公益財団法人として透明かつ適正な法人運営
が求められており、各法律によって善管注意義務を負っている。
その業務執行理事として、これらの状況を理解し、各事業における
受託事業及び公の施設にかかる指定管理事業を札幌市の基本施策や方
針等を理解しながら進める必要があることから、市政全般にわたって
幅広い知識や豊富な経験を有した市の退職者が適任である。

公益財団法人として求められる要件を深く理解し、
財団の経営全般について熱意を持ち、意欲的に取り組
む人材を求める。
また、当財団は、職員が 2,000 名を超える大規模な
組織であり、業務執行理事として、高い管理・監督能
力と経営能力を有している部長職退職者を希望する。

専門指導
市内ミニ児童会館における専門指導員（館長職）の職務は、児童・
ミニ児童会館を利用する児童等への指導力、
学校や
員（館長 保護者への適切な指導・助言、職員の管理監督を含むミニ児童会館管 地域等と連携し調整する能力に優れた小・中・高等学
職）
理運営全般の他、学校との調整に係るマネジメント能力が必要であり、 校の校長職経験職員を希望する。
札幌市の学校長経験職員が適任である。
(株)札幌都市 代表取締
当社は札幌都心部に位置する公共通路及び地下駐車場を管理運営し ・札幌市政全般にわたる高い知識と経験を有してい
開発公社
役社長
ており、それらの運営にあたっては高い公共性の維持や、都心部のま
ること。
ちづくりの観点からの配慮が重要であることから、札幌市における行 ・地下街を運営するにあたり、公共性への配慮に優
政知識や経験の豊富な人材が求められる。
れ、弊社の経営に関する識見を有し、あわせて諸関
また、地下街の魅力アップや安全・安心な管理運営を図るべく、開
係機関との円滑な調整を図れること。
業 50 周年を迎えるにあたり、ハードリニューアルに加え大規模な設備 ・中心市街地の活性化に携わった経験を有し、熱意
改修を継続して実施しており、公共的視点からこれらに取り組むこと
を持って近隣商店街や周辺地元団体等との円滑な
ができる人材を必要としており、当社筆頭株主である札幌市の退職者
関係を築けること。
が適任である。
施設部長

当社は札幌都心部に位置する地下公共通路及び地下商店街、駐車場 ・札幌市政全般にわたる豊富な経験と高度な知識を
を運営管理しており、当該施設が都市計画決定を受けていることもあ
有していること。
って、それら業務にあたっては極めて高い公共性が求められる。
・工事等の発注業務に関し豊富な経験を有している
また、
「安全、安心な地下街」施設の維持に向け、老朽化した施設の
こと。
改修を行っているが、業務を遂行するに当たり、外部識者の経験知識、 ・公共性及びコスト面への配慮に優れ、適正な組織
客観的な視点が不可欠であり、行政と民間が密接に連携協働して進め
マネジメントが期待できること。
るべき中心市街地の活性化やまちづくりの観点からも、当社筆頭株主
である札幌市の退職者が適任である。
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(株)札幌花き 専務取締
市場の業務の運営管理にあたっては、公正な取引の場を確保するた
下記の要件委該当する部長職経験者を希望する。
地方卸売市場 役
め、卸売市場法等関係法令を厳格に遵守するとともに、中立な立場で ・卸売市場の開設者の業務を適確に遂行できる強い
取引参加者の利害調整や指導監督を行う必要があるなど、高い公共性
責任感と指導・調整力を有していること。
が求められる。
・取引参加者や花き流通関係者・団体と公平かつ良
また、市内の多くの花き小売事業者は、当市場から花きを仕入れ、
好な関係性を維持構築できること。
市民に供給しており、当市場の信用力の維持向上、事業運営の安定化 ・第三セクターとして公共的役割を主動するととも
は、花き産業に関わる地場中小企業の振興に資する。
に、株式会社の役員に相応しい経営管理能力を併せ
こうしたことから、札幌市が、当社株式の過半（50.2％）を有して
有していること。
おり、非常勤の社長を補佐する唯一の常勤役員の就任には、行政に関
する深い知見や豊富な経験を有する管理職経験職員が適任である。
(株)札幌振興 常務取締
当社の事業は観光・スポーツ施策をはじめ札幌市の各施策の一端を
公社
役
担っており、札幌市と当社との連携強化が必要不可欠である。
また、当社は、藻岩山ロープウェイや大倉山ジャンプ競技場など市
内有数の観光施設を管理運営しているため、札幌市での組織管理や職
員の指導・育成に係る経験が豊富な管理職経験者が必要である。

部長職以上の経験を有する者が適任と考える。

（一財）札幌 総務部長
市環境事業公
社

当公社が担う事業は、札幌市の廃棄物処理施策に基づいて実施され
当公社の廃棄物に関する各事業部門の状況を踏ま
るものであり、市行政との協力体制の維持や連携強化が不可欠である えながら、人事・財務を含めた経営全体の統括管理を
ため、札幌市が推進する環境施策及び廃棄物行政に関する知識や経験 担うことができるとともに、札幌市が推進する環境施
が必要である。
策や廃棄物処理行政に精通し、部署横断的な調整機能
を果たし得るバランス感覚と柔軟性を有している部
長職が必要である。

総務課長

当公社が担う事業は、札幌市の廃棄物処理施策に基づいて実施される
当公社の廃棄物に関する各事業部門の状況を踏ま
ものであり、市行政との協力体制の維持や連携強化が不可欠であるた えながら、人事・財務を含めた経営全体の統括管理を
め、札幌市が推進する環境施策及び廃棄物行政に関する知識や経験が 担うことができるとともに、札幌市が推進する環境施
必要である。
策や廃棄物処理行政に精通し、部署横断的な調整機能
を果たし得るバランス感覚と柔軟性を有している課
長職が必要である。

(株)札幌エネ 代表取締
当社は、都心部におけるエネルギーの有効活用を図り、札幌市の環
札幌市の環境政策や都心部のまちづくり施策をは
ルギー供給公 役専務
境保全やまちづくりに貢献していく重要な責務を担っている。
じめとした幅広い行政知識と経験を有していること。
社
このため、事業遂行にあたって札幌市の環境政策や都心まちづくり また、非常勤の代表取締役社長を補佐し、会社唯一の
施策との連携が不可欠であり、これを経営に反映させるには、札幌市 常勤取締役として、高い経営能力を有していることが
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の退職者を常勤の代表取締役専務とすることが最も効果的である。
事業管理
当社は、都心部におけるエネルギーの有効活用を図り、地域温暖化
部長
の防止やヒートアイランド対策等、札幌市の環境保全・創造を推進し
ていく重要な責務を担っている。
このため、札幌市の環境対策や都心部のまちづくり施策との連携が
不可欠であり、これを経営に反映させるためには、札幌市の退職者が
最も適任である。

必要であることから、局長職退職者が適当と考える。
社内技術管理の統括として幅広い行政知識と経験
を生かし、札幌市の環境施策や都心部のまちづくり施
策への対応及び熱供給事業に係る電気・機械等の施設
設備に関する専門的な知識並びに、工事設計施工管
理・運転管理に関する統括管理などの能力を有してい
る人材を希望する。

（一財）札幌 下水道科
下水道科学館館長は施設や展示物の管理、来館者への安全配慮、各
下記要件に該当する管理職経験職員を希望する。
市下水道資源 学館館長 種イベントの企画・実行及び隣接する水再生プラザの見学案内など、 ・下水処理技術に関する専門的知識を有すること。
公社
札幌市の下水道事業の主要な広報を担うことから、下水処理技術及び ・下水処理施設の維持管理について実務経験を有す
行政全般に関する幅広い知見を持つ札幌市の退職者が最適である。
ること。
・管理監督者としての経験があり、高い指導力を有
すること。
企画課長

企画課長は当公社事業に関する企画、調査研究、研修及び人材育成
下記要件に該当する管理職経験職員を希望する。
のほか、北海道地方下水道協会からの受託業務では、排水設備工事責 ・下水道事業に係る企画に関する専門知識を有する
任技術者試験の実施をはじめ、その運営委員会や実務研修会等の業務
こと。
を行うことから、豊富な下水道の知識・経験を有する札幌市の退職者 ・管理監督者としての経験があり、高い指導力を有
が最適である。
すること。
・北海道地方下水道協会業務に関する知識を有する
こと。

（一財）札幌 常務理事
市交通事業振
興公社

当公社は、地下鉄駅の管理運営等の市営交通に関する事業を担うこ
札幌市の幅広い行政知識と経験、
調整能力を有する
とで、市民生活を支え、豊かな社会づくりに貢献している。
とともに、交通施策に精通し、高い経営能力を有して
加えて、令和２年度から路面電車の上下分離に伴って軌道運送事業 いる部長職経験者を希望する。
を担っており、輸送の安全を確保するとともに、新型コロナウイルス
感染症の感染拡大による厳しい経営環境の中で、札幌市と緊密に連携
を図りながら事業運営を行っていく必要がある。
こうしたことから、交通事業に精通しながら、市政全般にわたる幅
広い知識、経験を持つ札幌市退職者が適任である。

(一財)さっぽ 理事長
ろ水道サービ
ス協会

当団体は、将来に渡って安全で良質な水の供給を行う使命を持った
札幌市行政を取り巻く社会情勢に精通しているこ
札幌の水道事業の担い手として、市民生活に不可欠な水道サービスを と、及び組織の総括責任者として高い管理能力・資質、
安全確実に実施していく責務を有している。特に事故・災害等の緊急 経営責任者としての高い経営能力を有していること
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時には、当財団と水道局が密接に連携して給水活動等を行う必要があ が必用であることから、局長職退職者が適任である。
ることから、水道局と一体となった組織運営が不可欠である。
このため、理事長には、災害対応を含め市民サービスを維持してい
くための幅広い行政経験はもとより、多様な関係団体や国、他都市等
との連絡調整能力のほか、組織の総括責任者として相応しい高い管理
能力や経験を有する人材が必要とされており、現時点では民間から求
めることは困難であることから、札幌市退職者の就任が必要である。
理事・技
技術部長においては、技術部の責任者として札幌市水道局からの長
札幌市の水道事業に精通し、高度な技術力があるこ
術部長
年に渡る技術移転で培ってきたノウハウを活用して事業を確実に進め とは勿論のこと、他の水道事業体等の先進的な知見を
るとともに、札幌の水道事業を支える高い技術力と指導能力をもって 有し、経験が豊かで高い経営感覚と指導能力を持って
職員の技術力向上に資することが求められている。
事業運営が行える部長職が適任である。
このため、水道事業に関する専門的かつ幅広い知見を持つ人材が必
要とされており、現時点では民間から求めることは困難であることか
ら、札幌市退職者の採用が必要である。
藻岩管理
当団体は、藻岩浄水場の維持管理業務など、水道の安全かつ安定的
札幌市の水道事業に精通していること、
特に浄水場
課長
な供給に必要な業務を受託している。
施設の運転管理及び維持管理業務において管理監督
業務を指揮監督する課長職には、高い管理能力とともに、札幌市水 及び人材育成の経験がある課長職が適任である。
道事業への精通と、浄水及び給配水施設全般に関する専門性の高い知
識と経験を有することが必要であり、現時点では民間から求めること
は困難であることから、札幌市退職者の採用が必要である。
(公財)札幌市 講習指導
当法人では、市民の防災意識の高揚と防災対応力の向上を図るとと
防災協会
課防災講 もに、防災業務関係者の育成を推進することを目的として、札幌市と
習係・係 連携を図りながらさまざまな公益的事業を推進している。
長職
このため、消防行政に関する専門的な知識と能力を有し、札幌市と
密接な連携を図ることができる札幌市消防局退職者に就任を求める。

消防行政及び消防実務に関する高度な専門的知識
及び経験が防火・防災管理関係講習等業務の実施に、
また、当法人業務の効率的かつ円滑な運営に必要不可
欠であることから、消防行政全般に精通し、高い指導
能力を有する課長職を希望する。

(公財)札幌市 理事長
生涯学習振興
財団

財団の理事長として、
組織を統率する能力を備えて
いること、及び、理事会運営や規則改正、庶務・経理
等を統括するとともに、
職員を指揮監督する管理能力
を有することが求められる。
また、札幌市の生涯学習施策に関する知識が豊富で
あり、管理運営における公共性・公益性に対し十分な

財団の理事長は、財団の事業を展開していくにあたり、組織を統率
する能力は勿論のこと、豊富な行政経験に裏打ちされた公共性・公益
性に対する深い理解と判断能力を有することが求められる。
さらに、札幌市の生涯学習施策をはじめ、市政全般に関する幅広い
知識と経験が必要不可欠であり、市及び市教育委員会と緊密な連携が
必要であることから、優れた経験と実績を兼ね備えていることが求め
5

られる。

理解のあることが必要である。
札幌市退職者の退職時の役職については、市におい
て部門の統括責任者としての経験を有し、その能力を
実証された局長職退職者が適任である。

青少年科
青少年科学館の施設長については、幅広い業務を抱える組織を統率
学館館長 する能力は勿論のこと、札幌市所有施設の管理運営を適切に行う必要
があることなどから、豊富な行政経験に裏打ちされた公共性・公益性
に対する深い理解を有するとともに、学校教育機関との連絡調整も必
要不可欠であることから、優れた経験と実績を有することが求められ
る。

組織を統率する能力を備えていること及び科学館
は札幌市の施設であることから、
その管理運営におけ
る公共性・公益性、さらに学校教育との密接な連携に
ついて十分な理解のあることが必要である。
札幌市退職者の退職時の役職については、市におい
て部門の統括責任者としての経験を有し、その能力を
実証された部長職退職者が適任である。

総務課長
兼生涯学
習センタ
ー施設課
長

財団の本部機能を持つ総務課の課長職については、職員を指揮監督
する管理能力について実績があること、また、当財団の理事会運営を
はじめ、規則・規定、契約事務及び経理事務等は札幌市に準じる部分
が多いことなどから、豊富な行政経験に裏打ちされた公共性・公益性
に対する深い理解と判断能力を有することが求められる。
また、生涯学習センターの施設課長については、職員を指揮監督す
る管理能力について実績があること、札幌市所有施設の管理運営を適
切に行う必要があることなどから、豊富な行政経験に裏打ちされた公
共性・公益性に対する深い理解を有することが求められる。

財団本部として、理事会運営や規則改正、庶務・経
理等を統括するための実務経験が求められるととも
に、職員を指揮監督する管理能力が求められる。
また、生涯学習センターは札幌市の施設であること
から、その管理運営における公共性・公益性に対し十
分な理解のあることが必要である。
札幌市退職者の退職時の役職については、市におい
て職場の管理監督者としての経験を有し、その能力を
実証された課長職退職者が適任である。

(公財)札幌市 事務局長
学校給食会

当財団の設立目的である「良質な学校給食食材の廉価で安定的な提
供」を行うために、教育委員会やその関係職員との緊密な連携が必要
であるとともに、法人運営を適切かつ円滑に遂行するために、北海道
をはじめとする関係機関等との各種調整が求められることから、学校
長経験を有する札幌市退職者が必要である。

事務局長として、公益財団法人組織の管理及び財政
運営を中心に、学校給食の食材調達・供給、食育推進・
普及その他当財団の業務全般を統括する業務に就く
ため、学校給食に理解のある学校長経験者を希望す
る。

総務課長

当財団の設立目的である「良質な学校給食食材の廉価で安定的な提
総務課長として、公益財団法人組織の管理及び財政
供」を行うために、教育委員会やその関係職員との緊密な連携が必要 運営を中心に、
事務局業務全般を統括する業務に就く
であるとともに、法人運営を適切かつ円滑に遂行するために、北海道 ため、庶務・財務・経理業務の経験のある管理職経験
をはじめとする関係機関等との各種調整が求められることから、行政 者を希望する。
経験を有する札幌市退職者が必要である。

※依頼時の地位であり、再就職後に変更となる場合がある。
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