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【一般・文化施設等経験者】 

公益財団法人札幌市芸術文化財団 正職員募集案内 
 

 
公益財団法人札幌市芸術文化財団では令和５年度採用の事務職員を募集します。 
 
※新型コロナウイルス感染症の感染拡大状況等によっては、試験日時・会場等が変更に 
なる可能性があります。 
 

１ 職務の内容・採用予定日及び採用予定人数 

職種 
(1) 事務職員 
（一般コース） 

(2) 事務職員 
（文化施設等経験者コース） 

職務の 
内容 

当財団が札幌市の指定管理者として管理・運営する次の施設における各種業務。
また、財団運営全般に関する業務。 
 
[管理・運営施設] 
札幌芸術の森、本郷新記念札幌彫刻美術館、札幌コンサートホール Kitara、
札幌市教育文化会館、札幌市民ギャラリー、札幌市民交流プラザ 

 
※ 人事異動等により、施設及び業務が変わることがあります。 

芸術文化事業の企画・運営、施設の管理などの事務全般を担当します。 

採用 
予定日 

令和５年４月１日 

採用 
予定 
人数 

若干名 

 
（注）申し込みは(1)事務職員（一般コース）、(2)事務職員（文化施設等経験者コース）

のいずれか１つに限ります。申し込み後の変更はできません。 
 

 

２ 応募資格 

職種 
(1) 事務職員 
（一般コース） 

(2) 事務職員 
（文化施設等経験者コース） 

年齢 

 
 
令和５年４月１日現在 35歳未満の方 
(年齢制限は｢雇用対策法施行規則第１条の

３第１項３号のイ｣の例外規定に基づく) 

 
 
令和５年４月１日現在満 59歳までの方 
(当財団の定年は 60 歳) 
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職種 
(1) 事務職員 
（一般コース） 

(2) 事務職員 
（文化施設等経験者コース） 

学歴・ 
経験等 

 
・大学（大学院を含む）を卒業もしく
は令和５年３月までに卒業見込みの
方、または高等専門学校卒業以上で学
位授与機構による学位の称号を取得も
しくは令和５年３月までに取得見込み
の方 
 
 

 
下記のいずれにも該当する方 
 
・学校教育法による高等学校卒業以上
の方。 
 
・ホールや劇場、美術館、ギャラリー、
博物館など、文化施設等に勤務し、そ
の事業運営や施設管理等に、令和４年
７月 12日時点で２年以上携わった経験
のある方 
 
 

その他 

･パソコンのオフィスソフト(ワード・エクセル等)の基本的操作が可能な方 
･札幌からの芸術文化の発信に高い関心と意欲をお持ちの方 

 
新卒者のほか、様々なキャリアをお持
ちの方も歓迎します。 
 

①広く芸術文化に興味のある方 

②指定管理施設や公益法人、公共団体
等の公的機関での勤務経験のある方 

③人事、総務、会計、経理、法務等の
業務経験がある方 

④接客業務、交渉業務、広報やマーケ
ティング業務などに携わっていた方 

⑤趣味で音楽、演劇、舞踊や絵画・工
芸、書道などに造詣の深い方 

 

 
特に以下のキャリアをお持ちの方を歓
迎します。 
 

文化施設等において 

①主催事業の企画・立案及び運営実施
に携わっていた方 

②文化ホール、劇場等の舞台技術に関
し、管理運営の実績がある方 

③施設管理や修繕など、設備関係業務
に携わっていた方 

④施設受付や販売業務など、施設利用
者との接客業務に携わっていた方 

⑤人事、総務、法務や労働関係法規等
に関連する業務経験がある方 

⑥主に財務会計や経理業務に携わるな
ど、公益法人会計に明るい方 

⑦主務官庁や地方公共団体、関係各署
との渉外業務に携わっていた方 

 

 

前職の役職にかかわらず、管理職では
なく、一般職員での採用となります。 
 

次に該当する場合は応募できません。 
・禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで、またはその執行を受けることがなくなる

までの方 
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３ 試験の方法及び内容 

第１次試験（書類選考） 

 

提出 
書類 

(1) 事務職員 
（一般コース） 

(2) 事務職員 
（文化施設等経験者コース） 

① 受験申込書 

② エントリーシート（共通） 

③ エントリーシート１ 

（一般コース） 

① 受験申込書 

② エントリーシート（共通） 

③ エントリーシート２ 

（文化施設等経験者コース） 

※ 受験申込書の記入については、「受験申込書等の記載要領」に従ってください。 
※ 指定書式以外の提出書類（添付資料等）は、審査対象となりません。 
※ 提出書類に不備がある場合は、受付いたしませんのでご注意ください。 
※ 提出書類の返却はできませんので、あらかじめご了承ください。 

受付 
期間 

令和４年６月 24日(金)から令和４年７月 12日(火)まで（消印有効） 
※締切後の消印が押されていた場合は、理由のいかんを問わず受付いたしませ
んのでご注意ください。 

提出 
方法 

郵便局の窓口で必ず簡易書留郵便にして、提出書類をすべて同封のうえ郵送
してください。郵送以外の受付はいたしませんのでご注意ください。また、
提出にあたっては、第１次試験結果の通知用封筒１通（長形３号（120mm×
235mm）の封筒表面に住所、氏名、郵便番号を明記し 84円分の切手を貼った
もの）を必ず同封してください。なお、郵送する封筒裏面には、差出人の郵
便番号、住所、氏名を忘れずに記入してください。 

提出先 

〒064－0931 札幌市中央区中島公園１番 15号 札幌コンサートホール内 
  公益財団法人札幌市芸術文化財団 総務課 職員採用担当 
                電話 (011)521－5114 

※応募資格及び試験の具体的内容に関するお問い合わせについては、お答えい
たしかねますので、ご了承ください。 

合否の 
通知 

令和４年８月 10日(水)にホームページ(https://sapporo-caf.org/)にて合
格者の受験番号を掲載いたします。あわせて、応募者全員に対して結果を郵
送いたします。令和４年８月 17日(水)までに到着しない場合は、お問い合わ
せください。 

  

第２次試験（筆記試験） 
第１次試験の合格者についてのみ実施します。 
※詳細は、第１次試験の合格者に別途連絡します。 

 
 
試験内容 教養試験（択一式）、論述試験等  

 
試験日 令和４年８月 27日（土）を予定しています。 

 
会場 札幌市内の会場 

 

第３次試験（面接試験） 
第２次試験の合格者についてのみ実施します。 
※詳細は、第２次試験の合格者に別途連絡します。 

 

試験内容 

(1) 事務職員 
（一般コース） 

(2) 事務職員 
（文化施設等経験者コース） 

面接試験 
プレゼンテーション（５分以内）、 
面接試験 

試験日 令和４年 10月上旬を予定しています。 

会場 札幌市内の会場 

https://sapporo-caf.org/
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４ 勤務条件 

給  与 

・令和４年４月 1 日現在の初任給は以下のとおりです。なお、令和５年度
については、変更になる場合があります。 
[大学院（修士）卒]・・・・月給 188,181 円 
[大学卒]・・・・・・・・・月給 177,160 円 
・上記金額には地域手当を含んでいます。 
・社会人経験等がある方の初任給は、職歴に応じて加算されます。 
・期末・勤勉手当（６月・12 月：令和４年度は合計 4.3 か月分）、寒冷地 
手当（10 月）が支給されます。ただし、勤務期間に応じた減額措置があり 
ます。 
・支給要件に該当する方には、時間外勤務手当、通勤手当、扶養手当、住
居手当などの諸手当が支給されます。 

・退職金支給制度があります。 
・60 歳での定年退職後、65 歳までの再雇用制度があります。 
【支給例】※諸手当を含む 
30歳（大学卒・勤続８年・扶養家族なし・借家 社保税込）4,500,000円 
47歳（係長職・勤続 14年・扶養家族２名 社保税込） 6,800,000円 

勤務時間 
１日当たり７時間 45 分 
※ 業務に応じて時間外勤務及びシフト勤務等があります。 

休  日 
・週休２日制（ただし、土、日が必ずしも休日になるとは限りません。） 
・国民の祝日に関する法律に規定する休日に相当する日数 
・年末年始 

休  暇 
年次有給休暇 １年度につき 20 日付与（４月１日採用の場合） 
（未使用日数は 20 日を限度として翌年度に繰り越すことができます。） 
その他に、特別休暇、病気休暇、育児・介護休業制度等があります。 

社会保険等 健康保険（全国健康保険協会管掌）、厚生年金、雇用保険等があります。 

受動喫煙 
防止措置 

札幌芸術の森：屋内禁煙(敷地内喫煙所あり)、本郷新記念札幌彫刻美術館・
札幌コンサートホール Kitara・札幌市教育文化会館・札幌市民ギャラリ
ー：敷地内禁煙、札幌市民交流プラザ：屋内原則禁煙(喫煙専用室あり) 

  

５ 受験申込書等の配布 

申込書配布期間 令和４年５月 19日(木)から令和４年７月 12日(火)まで 

財団ホームページ 
からの配布 

次のアドレスから、募集案内、提出書類のダウンロードができます。 
https://www.sapporo-caf.org/  

財団所管施設 

での配布場所 

施設名 住所 時間 
配布期間中
の休館日等 

札幌芸術の森 
（芸術の森ｾﾝﾀｰ事務室） 

南区芸術の森２丁目 75 番地 
9:45
～

17:00 
－ 

札幌市教育文化会館 
（2 階事務室） 

中央区北１条西 13 丁目 
9:00
～

17:00 

・５月 23 日(月) 
・６月 13 日(月） 

・６月 27 日(月) 
・７月 11 日(月) 

札幌市民交流プラザ 
（4 階管理課事務室） 

中央区北１条西１丁目 
9:00
～

17:00 

・５月 25 日(水) 
・６月 22 日(水) 

札幌コンサートホール 
（1 階事務室） 

中央区中島公園１番 15 号 
9:00
～

17:00 

・５月 16 日(月) 

・６月 14 日(火) 
～16 日(木) 
・７月４日(月） 

・７月７日(木) 

 

６ その他 

合格の取消し 
応募資格がないこと、または受験申込書等の記載内容について正しく
ないことが判明した場合は、合格を取り消します。 

個人情報保護 
提出書類に記載された個人情報は、採用選考、本人への連絡、採用の
諸手続きの目的に利用し、それ以外の目的では使用いたしません。 

 


