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令和２年度 

公益財団法人滋賀県陶芸の森職員(指導員)採用選考試験案内 

（令和３年４月１日採用予定） 
 

≪受付期間≫  令和２年 12 月３日(木)～12 月 27 日(日)   

受付：月曜日を除く８時 30 分～17 時 15 分まで 

【郵送の場合：12 月 25 日（金）消印有効】 

≪試 験 日≫  第１次選考試験：令和３年１月 17 日(日) 

第２次選考試験：令和３年２月７日(日) 

≪試験会場≫  滋賀県立陶芸の森（滋賀県甲賀市信楽町勅旨 2188-7） 

        ※試験申込者の人数により、試験会場を一部変更する場合があります。 

≪問合せ先≫  公益財団法人滋賀県陶芸の森 総務課 電話：0748-83-0909 

        〒529-1804  滋賀県甲賀市信楽町勅旨 2188-7 

 

１．職種、採用予定人員および職務内容 

職 種 採用予定人員 職 務 内 容 

指導員 １人 

・アーティスト・イン・レジデンス事業における各種企画運営、

アーティストの受け入れ手続きおよび指導（海外を含む）等 

・窯などの窯業機械の維持管理等 

・一般向け陶芸体験講座およびイベント等の企画運営 

 

２．受験資格 

(1) 次の要件をすべて満たす方が受検できます。 

ア 芸術系（陶芸専攻）４年制大学を卒業または令和３年３月 31 日までに卒業する見込み

の方、あるいは４年制大学卒業後陶芸関係の実務経験を１年以上有する方 

イ 平成３年４月２日以降に生まれた方 

(2) 次のいずれかに該当する方は、受験できません。 

ア 成年被後見人または被保佐人（準禁治産者を含む） 

イ 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 

ウ 日本国憲法施行の日以後において、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方 

※この試験は、日本国籍を有しない方も受験することができます。 

 

３．試験の日時および結果発表 

区 分 日  時 結 果 発 表 

第１次試験 
令和３年１月 17 日（日） 

・受付  ９時 15 分～９時 45 分 

・試験 10 時 00 分～16 時 00 分 

令和３年１月 27 日（水）【予定】 

・受験者に合否を通知するほか、滋賀県立陶芸

の森ホームページ（https：//www.sccp.jp/）

に合格者の受験番号を掲示します。 

第２次試験 
令和３年２月７日（日） 

・詳細は第１次試験合格者に 

通知します。 

令和３年２月 17 日（水）【予定】 

・受験者に合否を通知するほか、滋賀県立陶芸

の森ホームページ（https：//www.sccp.jp/）

に合格者の受験番号を掲示します。 
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４．選考の方法および内容 

区 分 試験の方法・配点 試験の内容 

第１次試験 

教養試験 100 点 

(択一式：90 分) 

社会、人文および自然に関する一般知識ならびに文章理

解、判断推理、数的推理および資料解釈に関する一般知能

（大学卒業程度） 

専門試験 100 点 

(択一記述式：90 分) 
陶芸に関する知識、英語の語学力 

小論文試験 100 点 

（記述式：90 分） 

職務内容を遂行するために必要な理解力、識見、思考力、

表現力、創造力等 

第２次試験 

適性検査 職員として職務遂行に必要な適性 

実技試験 100 点 陶芸に関する技術 

口述試験 400 点 主に人物についての個別面接（一部英語による質問あり） 

◎受験票、昼食をご持参ください。（近隣にコンビニエンスストア等あり） 

◎筆記用具は、鉛筆（シャープペンシル可）および消しゴムとします。 

◎使用できる時計は、計時機能だけのものに限ります。（携帯電話等の使用はできません。） 

 

５．合格から採用まで 

(1) 採用予定日 

  令和３年４月１日（最終合格者は、令和３年３月中に健康診断書を提出してください。） 

(2) 採用される資格を失う場合 

ア 日本国籍を有しない方について、採用時に当該職務に従事可能な在留資格がないとき。 

イ 大学卒業見込みを要件として受験した方について、所定の時期までに大学を卒業できなか

ったとき。 

ウ 実務経験が１年以上であることを要件として受験した方について、所定の時期までに

要件を満たせなかったとき。 

 

６．勤務の条件 

(1) 勤務場所 

  滋賀県甲賀市信楽町勅旨 2188-7 滋賀県立陶芸の森内 

(2) 給与等 

ア 大学卒業者の初任給は、月額 202,852 円（地域手当額を含む、令和２年４月１日現在）

で、採用時の経歴その他に応じて、一定の額が加算されます。 

イ 昇給は、原則として毎年１回行われます。 

ウ 公益財団法人滋賀県陶芸の森が定める規程により、通勤手当、住居手当、扶養手当、

期末・勤勉手当、時間外勤務手当、退職手当等の諸手当が支給されます。 

エ 健康保険、厚生年金、労災保険および雇用保険が適用されます。 

(3) 勤務時間 

８時 30 分から 17 時 15 分まで（１日７時間 45 分）です。１週につき 38 時間 45 分の範 

囲内でローテーション勤務となります。 

(4) 休日・休暇 

・１週につき、通常月曜日と指定日（１日）、祝日があればその日数および年末年始（６日 

程度）が休日となります。 

・月曜が祝日の場合は、翌日が休日となります。 

・年次有給休暇（１年につき 20 日、ただし４月１日に採用された方は 15 日）および特別 

休暇（夏季、忌引、結婚等）があります。 
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７．受験手続き 

受験申込書

の請求 

(1) 郵送で請求する場合 

返信用封筒（角形２号、宛先を明記し、140 円切手を貼付）を「受験申込書 

請求」と朱書きした封筒に入れて請求してください。 

(2) ホームページよりダウンロードする場合 

滋賀県立陶芸の森ホームページ（https：//www.sccp.jp/）から次の書類を 

ダウンロードしてください。 

受験案内、採用選考試験申込書、受験票、記入上の注意 

提出書類 

(1) 採用選考試験申込書（本人の自筆により記入） 

(2) 受験票（最近６箇月以内に撮影した脱帽、上半身の写真を貼付） 

(3) 返信用封筒（長形３号：23.5 ㎝×12 ㎝、宛先を明記し、84 円切手を貼付） 

※申込みを受理した場合は、受験票を郵送します。令和３年１月 12 日（火）

までに受験票が到着しない場合は、お問い合わせください。 

受付期間 

(1) 持参の場合 

  令和２年 12 月３日(木)～12 月 27 日(日)  

受付時間は、月曜日を除く８時 30 分～17 時 15 分の間。 

(2) 郵送の場合 

  12 月 25 日(金)までの消印有効 

  封筒の表に赤字で「試験申込」と書いて、必ず簡易書留または特定記録郵便

により送付してください。 

提出先 

公益財団法人滋賀県陶芸の森 総務課  

〒529-1804  滋賀県甲賀市信楽町勅旨 2188-7 

電話：0748-83-0909 

◎身体に障害があり、受験時に何らかの配慮を必要とする場合は、受付期間中に連絡して 

ください。 

 

８．試験結果の開示 

試験の結果については、公益財団法人滋賀県陶芸の森情報公開規程および同個人情報保護 

規程に基づき、口頭により開示を請求することができます。 

なお、電話、はがき等による請求はできませんので、受験者本人であることを証明する書 

類（学生証、運転免許証、旅券等）を持参の上、本人が直接請求してください。 

また、各試験種目にはそれぞれ合格基準があり、いずれかが基準に達しない場合は、合 

計得点が上位であっても、不合格となる場合があります。 

区分 開示請求できる者 開示内容 開示受付期間 請求先・開示場所 

第１次試験 第１次試験受験者 
第１次試験の合計得

点および順位 

第１次試験結

果発表の日か

ら１ヶ月間 公益財団法人 

滋賀県陶芸の森総務課 

第２次試験 第２次試験受験者 
第１次試験と第２次

試験を合わせた総合

得点および総合順位 

最終結果発表

の日から１ヶ

月間 

◎９時から 17 時までの間（月曜日は除く） 

 

９．滋賀県立陶芸の森までのアクセス  

〇自動車を利用される場合 

滋賀県立陶芸の森ホームページによりアクセスルートを確認してください。 
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〇交通機関を利用される場合 

・ＪＲ草津駅より草津線に乗り換え、ＪＲ貴生川駅下車 

・貴生川駅から信楽高原鐵道に乗り換え、信楽駅下車 

・徒歩約 25 分または甲賀市コミュニティバス（信楽高原バス）「陶芸の森前」下車 

信楽高原鐡道ホームページ https://www.biwa.ne.jp/skr/ 

※交通機関の時刻表は変更がありますので、事前に各自交通機関に問い合わせて、確認

した後ご利用ください。 

 

10．新型コロナウイルス感染症への対応について 

・新型コロナウイルス感染症などに罹患し治癒していない方、発熱や咳などの風邪の症状 

のある方、試験日前 14 日以内に保健所から濃厚接触者と判断された方は、他の受験者

への感染のおそれがあるため、当日の受験を控えていただきますようお願いします。な

お、これを理由に受験できない場合の再試験は実施しません。 

・会場敷地内でのマスクの着用および建物入口での手指消毒をお願いします。 

・密集を避けるため、受験者間で一定の距離が確保されるような配席とします。 

https://www.biwa.ne.jp/skr/

