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公 立 豊 岡 病 院 組 合 

職 員 募 集 要 項 
 

募集する職種 

○ 看護師Ⅰ 

○ 看護師Ⅱ（救急希望者） 

 

 

 

 

１．採用予定人員及び受験資格 

試験区分 採用予定人員 年齢 学歴・免許等 

看護師Ⅰ 

35名程度 

45歳以下 

(各採用年度の 4月 

1日時点において) 

看護師免許取得者 

※平成 30 年春免許取得

見込者を含む 

看護師Ⅱ 

（平成 29年度中途採用・ 

救急部門での勤務を 

希望する者） 

看護師免許取得者 

※採用試験合格者であっても、平成 30年春に卒業できなかった方、採用に必要な資格・免許を 

取得できなかった方は採用しません。 

※地方公務員法第 16条に規定する欠格条項に該当する者等は受験できません。 

・成年被後見人又は被保佐人 

・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者 

・日本国憲法施行の日以降において、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者 

・公立豊岡病院組合職員として懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から２年を経過しない方 

 

２．試験日時及び会場等（第 3 回を除き、看護師Ⅰ・看護師Ⅱ共通） 

試 験 日 受 付 期 間 

第 1回 平成 29年 7月 8日(土) 
平成 29年 5月 1日(月) 

    ～ 平成 29年 6月 30日(金) 

第 2回 平成 29年 8月 9日(水) 
平成 29年 7月 10日(月) 

    ～ 平成 29年 7月 31日(月) 

第 3回 

※看護師Ⅱのみ 
平成 29年 9月 7日(木) 

平成 29年 8月 10日(木) 

    ～ 平成 29年 8月 31日(木) 

第 4回 平成 29年 10月 14日(土) 
平成 29年 9月 8日(金) 

    ～ 平成 29年 9月 29日(金) 
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※受付時間  ： 9時 00分～17時 00分（土日祝日を除く） 

郵送をもって受験申請を行う場合は、受付期間内の消印のものは受付けます。 

  ※書類提出先 ： 〒668-8501 兵庫県豊岡市戸牧 1094番地 

                公立豊岡病院組合 統轄管理事務所 総務部人事課 

※試験時間  ： 13時 30分開始（試験開始 15分前に試験会場に集合） 

※試験会場  ： 公立豊岡病院組合 職員会館大会議室（公立豊岡病院北側） ほか 

※予定人員の確保ができ次第受付を終了致しますので、早めの申し込みをお勧めします。 

 

３．試験方法及び内容 

（１）適性試験  13時 30分～ 

（２）面接試験  14時 00分～ 

 

４．応募書類 

（１）受験申込書 

※指定用紙（様式１、写真貼付、押印） 

（２）受験票 

※指定用紙（様式２、写真貼付） 

（３）卒業(見込)証明書 

※申込日以前３月以内の証明書（卒業証書の写しは不可） 

※養成施設を卒業後に、大学院等に進学し、卒業・修了した場合（見込みの場合を含む）は、 

その施設等の卒業・修了(見込)証明書も併せて提出してください。 

  ※職歴をお持ちの方も必ず提出してください。 

（４）成績証明書 

※申込日以前３月以内の証明書 

※当該養成機関の都合上これを提出できない場合は、当該養成機関が証明した理由書並びに看護

師養成機関の成績証明書及び卒業証明書を併せて提出してください。 

※養成施設を卒業後に、大学院等に進学し、卒業・修了した場合（見込みの場合を含む）は、 

その施設等の成績証明書も併せて提出してください。 

  ※成績に関する記録の保存期間が経過したために、養成機関が成績を証明することができない場

合には、養成機関が発行した成績証明書不発行証明書を提出してください。 

  ※職歴をお持ちの方も必ず提出してください。 

（５）免許証の写 

※下記の免許証のうち、既に取得しているもの全てを提出してください。（Ａ４サイズに縮小） 

・看護師免許証 ・助産師免許証 ・保健師免許証 ・准看護師免許証 

（６）志望の動機等質問票 

※指定用紙（様式３） 

（７）試験結果通知に係る郵送料相当額の切手 

※82円切手 1枚 

（８）受験票返送用封筒 

   受験申込書類等を郵送する方（郵送で受験申込みをする方）は必ず同封してください。長型３

号サイズの封筒に宛名を記入し、242円分の切手（特定記録費用を含む。）を貼って提出してく

ださい。 
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・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

※採用試験合格者は健康診断書の提出が必要です。 

採用日が近づきましたら、総務部人事課より、検査項目等について別途連絡します。 

※受験に際しての提出書類は、一切返却しません。 

※受験の際には交付した受験票を必ずお持ちください。 

   ※受験申込書に記入された個人情報については、公立豊岡病院組合個人情報保護条例によって

保護され、採用試験・採用事務以外の目的で利用されることはありません。 

 

５．試験結果の通知 

 試験終了後 2週間以内に、受験者全員に郵送で通知します。 

  ※電話等による試験結果の照会にはお答えできません。 

 

６．採用予定日 
  看護師Ⅰ 

…平成 30年 4月 1日付 

           ※ただし、免許取得者にあっては、予定日前に採用することがあります。 

看護師Ⅱ（救急希望者） 

…平成 29年 8月 1日以降、平成 30年 3月 1日までの各月 1日付（応相談） 

 

７．勤務条件 
 (１) 勤務時間 

勤務時間は、原則３交替制（注）で週 38時間 45分となります。 

（注）外来等での勤務の場合は、平日の日勤時間帯となります。このほか、宿日直勤務があります。 

 (２) 休暇 

年次休暇は、１年間に 20日あります。ただし、採用された年に付与される日数は、採用月により

異なります（10月 1日採用者であれば 5日、4月 1日採用者であれば 15日）。 

その他、特別休暇（夏季、結婚、出産、忌引等）、病気休暇、介護休暇等があります。 

 

８．待遇 

職  種 給料月額 主要手当 合  計 備  考 

看護師（4年制大学卒） 216,400円 54,100円 270,500円 主要手当内訳 

・夜勤手当 

・夜間看護手当 

（深夜準夜各４） 

・時間外手当 

〃 （短大・専門学校３年課程卒） 210,800円 53,400円 264,200円 

〃 （短大・専門学校２年課程卒） 205,200円 52,800円 258,000円 

上記の給料月額は新規学卒者の標準額であり、既卒者については看護業務等の従事実績を考慮

して決定します。なお、主要手当を含む各年齢の給与月額の一例は以下のとおりです。 

※ 30歳看護師の給与月額の一例 ： 317,600円 

※ 35歳看護師の給与月額の一例 ： 352,500円 

※ 40歳看護師の給与月額の一例 ： 391,400円    （金額は全て 100円未満四捨五入） 

この他に、扶養手当、住居手当、通勤手当、期末・勤勉手当（計 4.3月分）等を支給します。

また、通常年１回昇給します。                 ※平成 29年 4月現在 
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９．試験会場案内 
会場案内図をご参照ください。 

（公立豊岡病院組合ホームページ、職員募集のページをご覧ください。） 

※受験者は、試験会場へ直接お越しください。 

※自家用車で来られる方は、病院南側の一般駐車場をご利用ください。 

 

 

 

 

 

  ○お問合せ 

公立豊岡病院組合 

統轄管理事務所 総務部 人事課 

〒668-8501 兵庫県豊岡市戸牧 1094番地 

TEL 0796-22-6111（内線 2102） 


