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令和 5-6年度 
 

公立豊岡病院組合 

職 員 募 集 要 項 
 

募集する職種 

看護師・助産師 

①令和６年度採用、②令和５年度中途採用 

 

 

 

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 

・ 

助産師 

①令和６年度 

採用 

６０名程度 

４５歳以下 

（各採用年度の 

４月１日時点 

において） 

看護師免許取得者または 

助産師免許取得者 

※令和６年春免許取得 

見込者を含む 

②令和５年度 

中途採用 

看護師免許取得者または 

助産師免許取得者 

※看護師・助産師（①令和６年度採用）については、採用試験合格者であっても、令和６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。 

・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年を経過しない者 

 

２．採用予定日 
（１）令和６年度採用 

… 令和６年４月１日付 

  ※免許取得者は、面接の上、上記採用予定日以前に採用することがあります。 

（２）令和５年度中途採用 

    … 試験日以降の各月１日付（応相談） 

      ※現在、他の病院等で勤務中の方は、採用予定日を配慮します。 
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３．試験日時及び会場等 

試 験 日 受 付 期 間 

第 1回 令和 5年 4月 29日(土) 令和 5年 4月 14日(金)まで 

第 2回 令和 5年 6月 3日(土) 令和 5年 5月 19日(金)まで 

第 3回 令和 5年 7月 1日(土) 令和 5年 6月 23日(金)まで 

第 4回 令和 5年 8月 5日(土) 令和 5年 7月 21日(金)まで 

第 5回 令和 5年 9月 2日(土) 令和 5年 8月 18日(金)まで 

第 6回 令和 5年 10月 7日(土) 令和 5年 9月 22日(金)まで 

第 7回 令和 5年 11月 3日(金・祝) 令和 5年 10月 20日(金)まで 

第 8回 令和 5年 12月 2日(土) 令和 5年 11月 24日(金)まで 

予定人員の確保ができた場合は以降の試験は実施しませんので、早めの申し込みを 

お願いします。 

※受 付 時 間 ： 9時 00分～17時 00分（土日祝日を除く） 

郵送で受験申込を行う場合は、期間内の消印があるもののみ有効。 

   ※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 総務部総合調整課 

※試 験 時 間 ： 詳細は受験者に通知します。 

※試 験 会 場 ： 公立豊岡病院組合職員会館（予定） 

 

４．試験内容 
（１）面接試験（個別面接）   

※詳細は受験者に通知します。 

受験者によっては、個々の試験の開始時刻が午後になることがあります。 

※新型コロナウイルス感染症の蔓延状況によっては WEB面接に変更させていただく場合がありま

す。また、実習前の行動制限期間など、試験会場での対面面接が困難な場合はご相談ください。

受験申込書には WEB面接希望の有無とその理由、E－mailアドレスを必ず記載してください。 

 

５．応募書類 
（１）受験申込書 

※指定用紙（様式１、写真貼付） 

（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、 

両方の卒業・修了(見込)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。 

（４）成績証明書（新卒の方のみ） 
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※申込日以前３月以内の証明書 

※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を提出してくだ

さい。 

※養成施設を卒業後に、大学院等に進学し、卒業・修了する見込みがある場合は、両方の成績証

明書も併せて提出してください。 

（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 

※84円切手１枚 

（８）受験票返送用封筒 

   受験申請が持参・郵送に関わらず受験票は郵送にて送付しますので長型３号サイズの封筒に宛

名を記入し、244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。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

※採用試験合格者は健康診断書（入職日直近 3ヶ月以内のもの）の提出が必要です。 

 また、感染症抗体価及びワクチン接種状況等（麻疹・風疹・B 型肝炎ワクチン等）の申告書

の提出も必要です。 

採用日が近づきましたら、総務部総合調整課より、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と筆記用具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。 

 

６．試験結果の通知 
 試験終了後２週間程度で、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。 

 

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）部署によっては変則２交替制の部署もあります。（救急病棟） 

外来等で勤務の場合は、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年度に 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（4月 1日採用者であれば 20日、10月 1日採用者であれば 10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。
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８．待遇 
（１）給料等 

職  種 給料月額 
通常の勤務で想定

される手当額見込 
合  計 備  考 

看護師（4年制大学卒） 220,700円 74,200円 294,900円 
通常の勤務で想定される

手当額見込内訳 

・夜勤回数月 8回 

（準夜 4回、深夜 4回） 

・時間外勤務 15時間 

・処遇改善手当 

 豊岡病院の場合：1万円 

（勤務病院による変動有） 

〃 （短大・専門学校３年課程卒） 215,200円 73,300円 288,500円 

〃 （短大・専門学校２年課程卒） 209,800円 72,400円 282,200円 

助産師（4年制大学卒） 220,700円 79,000円 299,700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師免許取得後の業務従事実績を考

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 ： 347,100円 

※ 35歳看護師の給与月額の一例 ： 384,300円 

※ 40歳看護師の給与月額の一例 ： 416,200円    （金額は全て 100円未満四捨五入） 

（令和４年 10月現在） 

（２）昇給 

  通常、年１回、１月に昇給します。 

 

（３）その他手当の一例 

   ① 扶養手当（１人当たり、支給要件あり） 

子 10,000円（特定の年齢期間中は 5,000円を加算）、配偶者・父母等 6,500円 

② 住居手当（１月当たり、借家の場合） 

28,000円を上限 

③ 通勤手当（１月当たり、自動車通勤の場合） 

片道 2㎞以上の方に支給し、55,000円を上限 

④ 期末・勤勉手当  計 4.3月分 

（令和４年 10月現在） 

 

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 総合調整課 

〒668-8501 兵庫県豊岡市戸牧 1094番地 

TEL 0796-22-6111（内線 2117） 


