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令和 5 年度 4 月採用 

公益財団法人高知市文化振興事業団職員採用試験 試験案内 

 

公益財団法人高知市文化振興事業団では、このたび、総務・会計等の管理運営業務や事業の企

画実施など、事業団の業務全般について携わる職員を募集します。 

公益財団法人高知市文化振興事業団は、豊かな市民文化の創造と文化的な都市づくりに寄与す

ることを目的として、昭和 59 年に設立され、今日までさまざまな文化事業を実施しています。

加えて、現在は複合文化施設「高知市文化プラザかるぽーと」内の「高知市立中央公民館」及び

「横山隆一記念まんが館」の管理運営を高知市から受託し、高知の文化活動の推進母体としての

役割を果たしています。 

 長期的な視野を持つ、バランス感覚のすぐれた人材を求めています。 

 

受付期間 
令和４年７月８日（金）午前８時 30 分から 

令和４年８月５日（金）午後５時まで  

申込方法 インターネット申し込み 

第 1 次試験 

※申込時に実施 

・録画動画面接 

・書類選考(申込時に所定の書類の提出が必要) 

※締切直前に申し込みした場合、録画動画面接の撮影または送信が間に合わないことがあります

ので、時間に余裕をもって早めに申し込みをしてください。 

 

１ 試験区分・採用予定人数・職務内容 

採用職種 採用予定人数 職務内容 

一般事務 

（業務全般） 
1 名 

総務、文化事業の企画運営、営業など事業団（企画事業

課または横山隆一記念まんが館）の業務全般に従事しま

す。 

 

２ 応募資格 

 次の（１）～（４）のいずれにも該当する人 

 （１）平成７年４月２日以降に生まれた人（長期勤続によるキャリア形成を図るため） 

（２）学校教育法による四年制の大学を卒業（令和５年 3 月 31 日までに卒業見込みの人を含

む）した人 

 （３）普通自動車運転免許を有する人（取得予定も含む） 

 （４）パソコン操作ができる人（資格を有する人は採用試験申込書に明記すること） 

試験案内 
Web サイト 
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※（１）～（４）の応募資格を有する人であっても、次のいずれかに該当する人は受験できませ

ん。 

①禁錮以上の刑に処され、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

での人 

②日本国憲法施行の日（昭和 22.5.3）以降において、日本国憲法また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団体を結成し、またはこれに加入した人 

③平成 11 年改正前の民法の規定による準禁治産者の宣告を受けている人（心神耗弱を原因と

する人以外） 

 

３ 試験の日時・場所及び試験方法等 

（１） 第１次試験 

科目 内容 試験日時 

録画動画面接 

書類選考 

主として人物の人柄や意欲等について

録画動画および提出書類を評価し、採

点します。 

令和４年７月８日（金）午前８時 30

分から令和４年８月５日（金）午後

５時（受付期間と同じ） 

 

（２）第 2 次試験 

第 1 次試験合格者に対して行います。Web 試験用の URL を、申込時に登録したメールアドレ

スに通知します。 

科目 内容 試験日時 

Web 試験 

職員として必要な一般知能についての

検査及び適性検査 

令和４年８月 20 日（土）午前８時

30 分から令和４年８月 31 日（水）

午後５時 

※上記期間内において、各自が都合の良い時間にスマートフォンまたはパソ

コンで専用のインターネットサイトへアクセスし、検査を受けていただく

Web 試験です。 

 

（３）第３次試験 

第 2 次試験合格者に対して行います。試験日時、会場等詳細については、第 2 次試験合格者に

対して事前に登録したメールアドレスに通知するほか、文書で送付します。 

科目 内容 試験日 

個人面接 
職員として必要な適性や能力についての

個別面接 
令和４年９月 25 日（日） 

第 3 次試験会場 

高知県立県民文化ホール多目的室（高知市本町４丁目 3 番 30 号） 
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４ 申し込み及び第 1 次試験に関する手順・留意点 

手順 内容 

事前準備 ○カメラ機能がついたパソコンまたはスマートフォン（スマートフォン以外

の携帯電話には対応していません） 

＜推奨環境について＞ 

Google Chrome 最新版 ・JavaScript が使用できる設定であること 

・PDF を閲覧できる環境であること（一部機能） 

※推奨環境ではない場合、本システムによる申請ができないことがありま

す。 

○本人のメールアドレス 

※「kfca.jp」「applynow.jp」のドメインから送付される電子メールが受信で

きるように設定してください。 

○顔写真のデータ 

※申込前 6 か月以内に脱帽・上半身正面向きを撮ったもので本人と確認でき

るものとします。登録可能なデータサイズは最大３MB です。 

○自書した採用試験申込書 

※公益財団法人高知市文化振興事業団 Web サイト（http://www.kfca.jp/）

「職員採用試験」ページから「公益財団法人高知市文化振興事業団 令和

４年度職員採用試験申込書」をプリントアウトして記入してください。 

※受験番号は、第 1 次試験の結果通知と合わせてお知らせしますので、記入

する必要はありません。 

申込方法 インターネット申し込み 

○公益財団法人高知市文化振興事業団 Web サイト（http://www.kfca.jp/）

「職員採用試験」ページより「申込専用サイト（外部リンク）」に接続し、

表示される内容に沿ってプロフィールの入力をします。 

受付期間 令和４年７月８日（金）午前８時 30 分から令和４年８月５日（金）午後５時

まで（期間中 24 時間申し込み可能） 

○受付期間中は、24 時間申し込みができますが、システムの保守・点検等を

行う場合や、重大な障害その他やむを得ない理由が生じた場合は、事前の

通知を行うことなく、本システムの運用の停止、休止、中断または制限を

行うことがありますので、あらかじめご了承ください。 

○申込締切直前は、サーバーが混み合うことなどにより申し込みに時間がか

かる恐れがありますので、余裕をもって早めに申し込みをしてください。 

上記のほか、使用される機器や通信回線上の障害等による申し込みの遅延等に

は一切の責任を負いませんので、ご注意ください。 

http://www.kfca.jp/）「職員採用試験」ページから「公益財団法人高知市文化振興事業団
http://www.kfca.jp/）「職員採用試験」ページから「公益財団法人高知市文化振興事業団
http://www.kfca.jp/）「職員採用試験」ページより「申込専用サイト（外部リンク）」に接続し、表示される内容に沿ってプロフィールの入力をします
http://www.kfca.jp/）「職員採用試験」ページより「申込専用サイト（外部リンク）」に接続し、表示される内容に沿ってプロフィールの入力をします
http://www.kfca.jp/）「職員採用試験」ページより「申込専用サイト（外部リンク）」に接続し、表示される内容に沿ってプロフィールの入力をします
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第 1 次試験 申込登録から引き続いて、または、プロフィールの登録後に送られてくる

URL からアクセスし、質問に回答する形で録画動画や指定の書類を添付して

いただきます。質問は３つあります。 

※録画動画面接とは、上記期間内において、各自が都合の良い時間帯にスマ

ートフォンまたはパソコンで専用のインターネットサイトへアクセスし、設

定されている質問に対する回答を録画し、送信する面接方法です。 

※質問３では、事前に準備した「公益財団法人高知市文化振興事業団 令和４

年度職員採用試験申込書」を、PDF または写真に撮ってアップロードしてく

ださい。 

動画撮影 動画を撮影するときは次のことに留意してください。 

① 明るい場所で撮影してください。 

② 雑音が入らない場所で撮影してください。※室内での撮影を推奨しま

す。 

③ カメラを固定し、できるだけ映像がブレないようにしてください。 

④ 上半身より上を映し、正面を向いてよく表情が見えるようにしてくださ

い。 

⑤ 背景はポスターなど余計なものが映らないようにしてください。 

⑥ 帽子・マスクは外してください。 

⑦ カメラ目線で回答してください。 

最後に「この内容で送信する」ボタンを押すと回答が送信され撮り直しが

できなくなります。送信ボタンを押すまでは撮り直し及び動画の保存（有

効期限３日）ができますので、納得がいくまで何度でも撮影可能です。 

サポート 

センター 

録画動画撮影に関するお問い合わせは、サポートセンターにお問い合わせく

ださい。 

TEL：0120-389-339 営業時間：平日 午前 10:00～午後 6:00 

※電話が混み合っている場合は、サポートセンターから折り返し連絡しま

す。その際は、080-3313-6988 の電話番号から連絡しますので、待機してく

ださい。 

応募完了後 登録したメールアドレスに「応募が完了しました」と通知メールが届いてい

ることを確認してください。 

 

５ 第２次試験（Web 試験）に関する留意点 

手順 内容 

事前準備 ○パソコンまたはスマートフォンを準備してください。 

○「ibt-cloud.com」のドメインから送付される電子メールが受信できるよう

に設定してください。 
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URL にアクセ

ス 

申込時に登録したメールアドレスに URL を送付するので、ログイン ID 及び

パスワードを入力し、案内に従って受験してください。 

Web 試験受験 Web 試験を受験する際は、次のことに留意してください。 

① 試験の所要時間は、一般知能についての検査、適性検査の２種類合わせて

約１時間です。時間に余裕をもって受験してください。２つの試験は続け

て受験してください。 

② 「受検する」ボタンを押すと、「検査開始」となります。 

③ 「検査終了」ボタンを押すと検査が終了します。この場合、再受験するこ

とができないので、全設問回答前に押さないでください。 

④ 複数のウィンドウやタブで開くと正常に動作しない場合がありますので、

マイページを複数開かないでください。 

⑤ ブラウザのページ翻訳ツールが ON になっている場合は、文字化けする

場合がありますので、翻訳ツールを OFF にして受験してください。 

⑥ 受験中にブラウザの「戻る」ボタン、「更新」ボタン及び「終了」ボタン

を押すと、試験を最後まで終えることができないので、押さないでくださ

い。 

 

６ 第 3 次試験に関する留意点 

 通知された案内に従って、会場に集合してください。 

第 1 次試験でアップロードした採用試験申込書の原本を持参してください。 

 

７ 合格発表 

第 1 次合格発表 令和４年８月中旬（予定） 

※受験された方全員に、申込時に登録したメールアドレスに結果を通

知します。 

第 2 次合格発表 令和４年９月中旬（予定） 

※受験された方全員に、申込時に登録したメールアドレスに結果を通

知します。合格者には第 3 次試験の詳細について文書を郵送します。 

最終合格発表 令和４年９月末（予定） 

※受験された方全員に、文書を郵送します。 

※合格者は受験番号を公益財団法人高知市文化振興事業団 Web サイト（http://www.kfca.jp/）

に掲載します。 

 

８ 資格調査 

 最終合格者には、受験資格及び申込書記載事項の真否等について調査します。 
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９ 採用時期及び給与 

 最終合格者は、次のとおり公益財団法人高知市文化振興事業団の職員として採用されます。 

採用時期 給料等 

令和５年４月１日から 

（予定） 

給料は、171,700 円を基準とし、実務経験年数、最高学歴等を考慮

して決定します。このほか通勤手当、住居手当、期末勤勉手当等の

諸手当が支給されます。そのほか事業団規程の例によります。（金

額は、令和４年７月現在のものです。） 

※上記の採用時期に関わらず、可能な人についてはこれ以前に採用する場合があります。 

※公益財団法人高知市文化振興事業団の服務、休日、休暇等就業に関する規程第 11 条第 1 項の

規定により採用の日から 6 か月間を試用期間とします。試用期間を終えて正式採用された場合

は、試用開始の日をもって採用されたこととします。 

 

10 勤務形態等 

（１） 交代勤務を原則とします。企画事業課に勤務する職員は、第 1 勤務者午前８時 15 分か

ら午後５時まで。第 2 勤務者は午前８時 30 分から午後５時 15 分まで。第 3 勤務者は

午後０時 30 分から午後９時 15 分まで。横山隆一記念まんが館に勤務する職員は、第

1 勤務者午前８時 45 分から午後５時 30 分まで。第 2 勤務者は午前９時から午後６時

まで。 

（２） 週休日は４週間ごとの期間につき８日（原則、１週間につき月曜日と他 1 日）。そのほ

か、祝日に相当する日数と年末年始の休日があります。 

（３） 社会保険（全国健康保険協会管掌健康保険、厚生年金、雇用保険）に加入。 

 

11 試験成績の通知 

 受験者のうち試験成績の開示を希望される方は、受験者本人に限りお知らせしますので、公益

財団法人高知市文化振興事業団までお問い合わせください。 

 

12 その他 

 この試験において提出された書類等は、一切返却できません。 

 申込等を通じて提出された受験者の個人情報については、採用試験以外の目的には一切使用し

ません。 

受験手続きそのほか試験に関することは、公益財団法人高知市文化振興事業団にお問い合わせ

ください。 

 
〒781-9529 高知市九反田 2 番 1 号 高知市文化プラザかるぽーと内 

公益財団法人高知市文化振興事業団 ※8:30～17:15(月曜日・祝日休業) 

TEL:088-883-5071 FAX:088-883-5069 e-mail:kikaku@kfca.jp 

 

tel:088-883-5071

