令和４年度 公益財団法人埼玉県下水道公社
正規職員採用試験 受験案内
【高等学校卒業見込の方】

〇当公社は、埼玉県と県内４７市町から１００％出資で設立された公益財団法人です。
〇県の代行機関として２４時間３６５日絶え間なく流域下水道サービスを提供しています。
〇下水道は住民の暮らしを支える重要なインフラで、非常にやりがいのある仕事です。

１

職種区分、募集人数、応募要件、要免許・資格
職種区分

募集人数

応募要件

電気職Ａ

若干名

高等学校（電気系学科）を令和５年３月卒業見込み

機械職

若干名

高等学校（機械系学科）を令和５年３月卒業見込み

要免許・資格
普通自動車運転
免許
（ＡＴ限定可）
※採用後取得
可

※ 次のいずれかに該当する人は、受験することができません。
・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
・平成１１年改正前の民法の規定による準禁治産の宣告を受けている人（心神耗弱を原因とするも
の以外）

２ 採用予定日
令和５年４月１日
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３

４

業務内容・勤務場所
職種区分

業務内容

勤務場所

電気職Ａ

・自家用電気工作物の保安業務
・電気事業法のみなし設置者に関する業務
・電気設備の運転管理・監督業務
・電気設備の修繕の設計・監督業務
・薬品及び燃料等の発注・在庫管理業務
・普及啓発業務（施設見学会や各種イベント等）

機 械 職

・機械設備の運転管理・監督業務
・機械設備の修繕の設計・監督業務
・薬品及び燃料等の発注・在庫管理業務
・普及啓発業務（施設見学会や各種イベント等）

本社
（さいたま市桜区田島 7-2-23）
荒川左岸南部支社
（戸田市笹目 5-37-14）
荒川左岸北部支社
（桶川市小針領家字堤内 939）
荒川右岸支社
（和光市新倉 6-1-1）
中川支社
（三郷市番匠免 3-2-2）
古利根川支社
（久喜市吉羽 772-1）

当社概要
所在地

設立
基本財産

本社：さいたま市
支社：５か所（戸田市、桶川市、和光市、三郷市、久喜市）
昭和５４年 財団法人埼玉県下水道公社として発足
平成２４年 公益財団法人へ移行
１億１，００６万円（うち埼玉県の出資額５，５０３万円、出資率５０．０％）

役職員

１１４名（令和４年６月１日時点） ＊うち女性８名
（常勤役員３名、プロパー職員９２名、県派遣職員１５名、非常勤職員４名）

代表者

理事長 末柄勝朗

事業費

約２３７億円（令和４年度）

事業内容

当社の特長

・流域下水道の維持管理運営（水循環センターの運転管理、施設の修繕など）
・流域下水道の維持管理運営と一体となって実施する改築業務（施設の工事）
・市町の実施する下水道への技術的支援
・下水道に関する調査研究
・下水道に対する理解促進
・下水道は住民の暮らしを支える重要なインフラです。当社は県の代行機関として
２４時間３６５日絶え間なく流域下水道サービスを提供する使命を与えられて
おり、非常にやりがいのある仕事です。
・流域下水道の汚水処理量や処理人口は全国１位の規模を誇り、また、水循環セン
ターごとでも全国１位から３位を占めています。
・埼玉県と県内４７市町から１００％出資で設立された公益財団法人であり、運営
費のほぼ全額を県が負担しています。また、その財源は市町からの受益者負担金
ですので、経済の動向に左右されず、将来的にも安定しています。
・当公社は、「埼玉県多様な働き方実践企業（ゴールド）
」の認定を受けています。
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５

公社説明会（事前申込制。定員になり次第締め切り。
）

（１）開催日時、会場、定員
開催日時

令和４年８月３日（水）

会 場（所在地）

① １０：００～１１：００
② １３：００～１４：００

荒川左岸南部支社
（戸田市笹目
5-37-14）

＊新型コロナウイルス感染症の状況により、オンライン開催となる場合があります。
＊参加の有無は、試験の合否に一切関係ありません。
＊説明会終了後、希望者には施設見学を実施します（１時間程度です）
。
＊施設見学については、土曜日・日曜日・祝日を除き、随時実施しています（※要事前申込み）
。
（２）申込方法
「下水道公社説明会申込書」を当社ホームページの採用情報からダウンロードして、７月２８日
（木）までに電子メール又はＦＡＸでお申し込みください。必ず、事前申込をお願いします。
※申込先Ｅ-mail
ＦＡＸ

saiyo@saitama-swg.or.jp
０４８－８３８－８５８９

※申込締切 令和４年７月２８日（木）１５：００必着
【荒川左岸南部支社へのアクセス】
ＪＲ線 武蔵浦和駅、戸田駅、戸田公園駅等から路線バスにて終点の「下笹目」下車、徒歩約５
分又は自家用車（支社内に駐車場有）
＊詳細は当社ホームページ等でご確認ください。

６

採用試験日程

（１）応募期間等
ア 応募期間 令和４年９月５日（月）から令和４年９月１２日（月）まで
※応募期間以外の提出は、受け付けません。
イ 応募書類 履歴書（全国高等学校統一用紙を使用してください。 ※応募者本人の自筆に限る。
）
調査書（全国高等学校統一用紙を使用してください。
）
＊統一用紙は当公社ホームページにも掲載されています。
＊提出書類一式を同時に提出してください。
＊虚偽の記載をすると採用される資格を失うことがあります。
ウ 提出方法 郵送又は直接持参
＊郵送の場合：

令和４年９月１２日（月）までに必着

＊直接持参の場合： ８：３０から１７：１５まで受付け（土・日曜除く）
エ 提 出 先 〒338-0837 さいたま市桜区田島７－２－２３
公益財団法人埼玉県下水道公社 総務課 宛
＊封筒の表に「採用試験申込書在中」と朱書きしてください。
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（２）採用試験
ア 日時・会場・内容
職種区分

日

時

令和４年９月１７日（土）
電気職Ａ
機械職

・受付８：３０～９：００
・試験 ９：００～
１７：００の間

会

場（所在地）

内

容

・本社
（さいたま市桜区田島 7-2-23）
・荒川左岸南部支社
（戸田市笹目 5-37-14）
・荒川右岸支社

・作文試験:５０分
・適性検査:２０分
・面接試験:３０分

（和光市新倉 6-1-1）

＊採用試験の時刻、会場等については、提出書類を受付後、郵便にてお知らせします。
イ 試験内容
（ア）作文試験：６００字以内の記述式により行います。
（イ）適性検査：職務遂行上必要な素質及び適性について、検査を行います。
（ウ）面接試験：面接官３名による面接を行います。
ウ 当日持参するもの
・正規職員採用に係る試験について（通知）
・鉛筆又はシャープペンシル（ＨＢ）
、消しゴム
エ 合否通知
令和４年９月２６日（月）に学校宛てに郵便で発送します。
＊学校に電話によるお知らせもします。
※合格者には、採用前に健康診断を受診していただきます。
【試験に関する注意事項】
・採用試験については、事前に送付します「正規職員採用に係る試験について（通知）
」にて確認し
てください。また、試験当日、本人確認を行いますので当該通知を必ず持参してください。
・時計を持参する場合は、時計機能だけのものに限ります。
・試験中はスマートフォン等通信機器の使用を禁止します（電源を切ってください）
。使用した場合
は失格となる場合があります。
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７

試験結果の開示
公益財団法人埼玉県下水道公社個人情報保護規程に基づき、次のとおり簡易開示（口頭）を行いま
す。なお、電話による開示請求はできません。
試験

開示請求できる人

開示内容

開示期間

請求場所・時間
本社総務課

採用試験

受験者全員

順位

（本人に限る）

総合得点

合否通知

（さいたま市桜区田島 7-2-23）

発送から

開示時間（平日）

１か月

9:00～17:00
（12:00～13:00 を除く）

＊「正規職員採用に係る試験について（通知）
」を持参してください。

８

勤務条件等

（１）給与（地域手当を含む初任給）
高校新卒者：約１７０,０００円
＊令和４年４月１日現在のものであり、採用までに給与改定があった場合は改定後の金額になり
ます（
（２）諸手当も同じ）
。
（２）諸手当
扶養手当（配偶者６,５００円・子１人１０,０００円（特定年齢の子は１人５,０００円加算）
）
、
住居手当（上限２８,０００円）、通勤手当（上限５５,０００円）
、
休日・時間外勤務手当（勤務実績により完全支給） 等
（３）昇給
勤務評価に基づく昇給制度（年１回・４月）
（４）賞与
年２回（年間４.３月（６月期２.２２５月､１２月期２.０７５月）
） ＊令和３年度実績
（５）退職金
有（公益財団法人埼玉県下水道公社職員退職手当規程による）
（６）勤務時間
１週３８時間４５分（月～金）：完全週休２日
１日７時間４５分（８：３０～１７：１５、休憩１２：００～１３：００）
＊始業・終業時刻を繰り上げ、又は繰り下げる「時差出勤制度」を導入しています。
（７）時間外勤務
令和３年度実績 月平均１３時間程度（繁忙期及び荒天時緊急配備など）
（８）休日
土曜日、日曜日、祝日及び年末年始（１２月２９日～１月３日）
（大雨注意報・警報等による休日勤務をする場合があります。
）
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（９）有給休暇
年２０日(４月１日採用の場合 当該年１５日)
＊半日又は１時間単位での取得も可能です。また、連続５日以上の休暇取得も奨励しています。
＊令和３年取得実績 年平均１５日
（10）その他の休暇
特別休暇（夏季休暇５日、結婚、出産、子育て、家族看護、短期介護

等）
、

病気休暇、介護休暇、リフレッシュ休暇（３日）
（11）社会保険等
健康保険、厚生年金、雇用保険、労災保険、介護保険、財形貯蓄制度

有

（12）試用期間
６か月

９

試験会場へのアクセス

※会場は、
（１）の本社が基本ですが、応募者多数の場合は（２）
（３）の支社となる場合があります。
（１）本社
ＪＲ線 西浦和駅から徒歩約５分
（２）荒川左岸南部支社
ＪＲ線 武蔵浦和駅、戸田駅、戸田公園駅等から路線バスにて終点の「下笹目」下車、徒歩約５分
又は自家用車（支社内に駐車場有）
＊詳細は当社ホームページ等でご確認ください。
（３）荒川右岸支社
東武東上線 朝霞駅から徒歩３５分又は東武東上線 朝霞駅（東口）から国際興業バス乗車、
「積水
住宅」下車、徒歩１５分又は自家用車（支社内に駐車場有）
＊詳細は当社ホームページ等でご確認ください。
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新型コロナウイルス感染症対策
説明会や試験の当日は、マスク着用・手指消毒・体温測定など、新型コロナウイルス感染症対策に

ご協力をお願いします。
新型コロナウイルス感染症の状況により、説明会や試験の日程等を変更する場合があります。
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問合せ先
公益財団法人埼玉県下水道公社 本社総務課（担当：岩﨑、桜井）
〒338-0837 さいたま市桜区田島７－２－２３
ＴＥＬ ０４８－８３８－８５８５
ホームページ（採用情報）https://www.saitama-swg.or.jp/recruit.html
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