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エリアセキュリティマネージャー
アジア北地域サポートサービス部

“これは主の教会です。私たちは組織を運営
している訳ではありません。これは地上にお
ける神の王国です。そしてわたしたちは主の
再臨に備える業を行っているのです。…これ
は、地上のどこでも、またいかなる時でも行う
ことができる最も重要な業です。”
デビット・A・べドナー長老
本ポジションについて：
世界中の教会職員、教会指導者、訪問者、ゲストのために、教会の所有物や施設に効果的で専門的な物理
的セキュリティサービスを提供する仕事です。本ポジションには、教会員と訪問者が礼拝し、教え、学び、
祈り、聖約を交わすことができる安全で平安な環境を作り上げることが期待されています。
成功するエリアセキュリティマネージャーとしての責任範囲
• セキュリティの仕事に関連する分野の知識とその応用を通じてプロジェクトをリードする。
• 地政学的リスクと地域における教会運営の影響を分析するために、教会本部のセキュリティ部と調整す
る。
• あらゆるレベルの教会指導者を支援するため、教会本部のセキュリティ部と調整し、地元の状況に合わ
せたセキュリティに関わる指導、訓練、およびサポートを提供する
• 地元警察、大使館、NGO、およびセキュリティ業界の関係者との関係を築き、活用することで、教会指
導者、部門、および教会員に適切な支援を提供する。
求められる資格、スキル、専門知識 （すべて満たしている必要はありません）
• 現在有効な神殿推薦状を保持していること（必須）
• 学士号取得者が望ましい
• セキュリティ関連業界での6年程度の経験または、教会組織での就業経験
• 民間のセキュリティ関連の慣行と原則を教会セキュリティ部と教会の慣行と統合する高いスキルと知識
• 技術的なセキュリティシステムの知識
• 変化する状況に適応するために技術的、人的、および手続き上のリソースを活用するスキル
• 機密情報を適切に管理する能力
• 高い英語力（必須）
仕事の情報：
•
• 職種：正職員
• 給与：経験に基づき交渉可能
•
• 場所：アジア北地域エリアオフィス（東京、日本）

締め切り：2021年5月9日（候補者は締め切り前に
面接または採用される場合があります）
開始日：交渉可能

応募方法：
• 右のQRコードまたは以下のウェブサイトから英文レジュメを提出してください。
https://careersearch.churchofjesuschrist.org/Public/Search.aspx
• あなたの個人情報は、教会の採用プロセスに使用されます。
• ご不明な点がございましたら、北原（yuki.kitahara@churchofjesuschrist.org）
お問い合わせください。

まで
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応募方法
1. 教会のアカウントを準備する
•

教会のアカウントを取得するには、account.churchofjesuschrist.orgにアクセスし、"教会のアカウント登録 "
をクリックしてください。 その際，会員記録番号（ワードの書記より⼊⼿できます）と⽣年⽉⽇を⼊⼒する
必要があります。

2. 教会の採用ウェブページにアクセスする
• https://careersearch.churchofjesuschrist.org/Public/Search.aspx
3. 求人ID「296186」を入力し、「検索」をクリックしてください。

4. 検索結果から該当する職種を選択し、「今すぐ応募」をクリックしてください。
•

複数のポジションに応募可能な場合は，各ポジションごとに個別の応募が必要です。

5. サインインするには，教会アカウントのユーザー名とパスワードを入力してください。
•

教会のアカウント情報を紛失した場合は，"ユーザー名をお忘れの⽅ "または "パスワードをお忘れの⽅ "をク
リックしてください。

1. 求人への応募ページでは，必須項目に有効な情報を入力し，履歴書をアップロードして応募書類を提出し
てください。
•
•

必須項⽬は⾚いアスタリスク(*)が付いている項⽬です。 その他の項⽬は任意です。
履歴書をアップロードするには、「履歴書を追加する」をクリックして、履歴書と添付ファイルのセクション
からアップロードしてください。

•

ページ下部の「Submit Application」をクリックして応募を完了させてください。

2. 候補者の方にはスクリーニング後、面接のご連絡をさせていただきます。
•
•

履歴書は通常、締切⽇が過ぎた後に審査されます。
教会は，締め切り前に候補者と⾯接する権利があります。

3. 候補者は，実際に仕事に応募しなくても，タレントネットワークにプロフィールをアップロードすることができ
ます。
• https://talentnetwork.churchofjesuschrist.org/Public/Main.aspx
4. その他ご質問等
•
•
•

ポジションに関してのご質問は, ⼈事部 北原までご連絡ください。
Eメール: yuki.kitahara@churchofjesuschrist.org
電話番号: +81-3-4545-3090
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Area Security Manager

Support Services Department, Asia North Area
“This is the Lord’s Church. We are not running
an organization; this is the kingdom of God on
the earth, and we are preparing for the
Second Coming of the Savior…This is the most
important work that can be done anywhere,
any time on the planet.”
Elder David A. Bednar
JOB BACKGROUND:
Provide competent, professional physical security coverage and response for Church properties and facilities, for employees,
Church leaders, visitors and guests globally. Position exists to promote a safe and peaceful environment in which Church
members and visitors can worship, teach, learn, pray and make covenants.
AS THE SUCCESSFUL AREA SECURITY MANAGER YOUR RESPONSIBILITIES WILL INCLUDE:
• Leading projects through application of knowledge on security job-related areas.
• Coordinating with the Church Security Department (CSD) to provide independent analysis of geopolitical risks and
implications of Church operations in the region.
• Coordinating with Church Security Department to provide localized security-related guidance, training and support at all
levels of Church leadership.
• Networking and leveraging relationships to include law enforcement entities, embassy personnel, NGO and other security
industry counterparts across an assigned geographical area, to deliver appropriate assistance to Church leaders, departments
and members.
THE SUCCESSFUL CANDIDATE WILL HAVE THE FOLLOWING QUALIFICATIONS, SKILLS AND EXPERTISE:
• Must be worthy to hold a current temple recommend
• Bachelor’s degree preferred
• Six years experience in related industry or Church experience
• Advanced skills and knowledge involving the integration of security-related practices and principles with CSD/Church
practices
• Functional knowledge of technical security systems
• Skills in leveraging technical, human, and procedural resources to adapt to changing circumstances
• Ability to deal properly with confidential and sensitive information
• Ability to speak English

JOB INFORMATION:

• Job type: Full-time
• Salary: Negotiable, based on experience
• Location: Asia North Area Office (Tokyo, Japan)

APPLICATION:

•
•

Deadline: May 9th, 2021 (candidates may be
interviewed or hired prior to the deadline)
Starting date: Negotiable

• Please submit your resume from the QR code to the right or at the website below:
https://careersearch.churchofjesuschrist.org/Public/Search.aspx
• Your personal information will be used for the Church’s selection process.
• If you have any questions, please contact Yuki Kitahara (yuki.kitahara@churchofjesuschrist.org).
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How to Apply
1. Prepare your Church Account
• In order to obtain a Church Account free of charge, please access
account.churchofjesuschrist.org, and click “Register for a Church Account.” You will be
required to enter your membership record number (which can be obtained from your ward
clerk) and birth date.
2. Access the Church Employment Webpage
• https://careersearch.churchofjesuschrist.org/Public/Search.aspx
3. Enter the Job Posting ID of “296186”, and click “Search”

4. Select the applicable position from the search results, and click “Apply Now”
• When multiple positions are available, each position would require a separate application.
5. Enter your Church Account Username and Password to sign in
• If you have lost your Church Account information, click “Forgot your username” or “Forgot
your password?”

1. On the Applying for Job page, please enter valid information into required fields and upload your
resume to submit your application
• Required fields are the ones with the red asterisk (*). Other fields are voluntary.
• Please upload your resume from the Resumes & Attachments section by clicking “Add
Resume”.

•

Complete your application by clicking “Submit Application” at the bottom of the page.

2. We will contact the candidates once they have been shortlisted for the interviews
• The resumes will usually be reviewed after the deadline has lapsed.
• The Church will reserve the right to interview candidates prior to the deadline.
3. Potential candidates may upload their profile on Talent Network without actually applying for a job
• https://talentnetwork.churchofjesuschrist.org/Public/Main.aspx
4. Inquiry
• For inquiries, please contact Yuki Kitahara (Human Resources).
• Email: yuki.kitahara@churchofjesuschrist.org
• Tel: +81-3-4545-3090

