
 

 

 
 
 

 

  

 
 

 
 

●募集締切、試験日及び採用予定日 

試験区分 募集締切（必着） 試験日（いずれか 1日） 採用予定日※ 

５月採用試験 令和５年 ３月 24 日（金） ４月 ６日（木）、７日（金） ５月１日 

６月採用試験 令和５年 ４月 17 日（月） ５月 11 日（木）、12日（金） ６月１日 

７月採用試験 令和５年 ５月 22 日（月） ６月 １日（木）、２日（金） ７月１日 

８月採用試験 令和５年 ６月 26 日（月） ７月 ６日（木）、７日（金） ８月１日 

９月採用試験 令和５年 ７月 24 日（月） ８月 ３日（木）、４日（金） ９月１日 

10 月採用試験 令和５年 ８月 21 日（月） ８月 31 日（木）、９月１日（金） 10 月１日 

11 月採用試験 令和５年 ９月 25 日（月） 10 月５日（木）、６日（金） 11 月１日 

12 月採用試験 令和５年 10月 23日（月） 11 月１日（水）、２日（木） 12 月１日 

１月採用試験 令和５年 11月 20日（月） 11 月 30 日（木）、12 月１日（金） １月１日 

２月採用試験 令和５年 12月 15日（金） １月 11 日（木）、12 日（金） ２月１日 

３月採用試験 令和６年 １月 22 日（月） ２月 １日（木）、２日（金） ３月１日 

４月採用試験 令和６年 ２月 19 日（月） ２月 29 日（木）、３月１日（金） ４月１日 

●試験会場     静岡県立総合病院にて実施 
 
●交通費の補助   受験者に対して交通費として下記の金額を支給します。 

※ 金額：県内 1,000円、県外 3,000円（当機構規程による） 
 

●受験申込手続   次ページ以降をご覧ください。  
●問い合わせ先   地方独立行政法人 静岡県立病院機構 

                 本部事務部 経営管理課 総務班 

         〒420-8527 静岡市葵区北安東 4丁目 27-1 

電話 0120-417451（ﾌﾘｰﾀﾞｲﾔﾙ）又は（054）200-1631（直通）  
●ホームページ   http://www.shizuoka-pho.jp/ 

【勤務先】   静岡県立総合病院 

静岡県立こころの医療センター 

静岡県立こども病院 
 

 

看護経験者 月次募集  

受験案内 

看護師免許を既に取得された方を対象とした募集です。 

 検索 



 
  
（１）職種、受験資格及び採用予定人員 

職 種 受験資格 

看護師 

次の要件をすべて満たす人 

① 昭和３９年４月２日以降に生まれた人 

② 現に看護師免許を有する人 

③ 看護師または助産師として６ヶ月以上の臨床経験のある人 

（注）看護師免許以外に助産師又は保健師の免許を有していても、看護師として採用します。 

  

（２）次のいずれかに該当する人は、受験することができません。 

   ア 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終えるまで又はその執行を受けることがなくなるま 

での人 

   イ 静岡県立病院機構において懲戒解雇の処分を受け、当該処分の日から２年を経過しない人 

   ウ 日本国憲法施行の日以後において、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人 

 

 

試験区分 募集締切（必着） 試験日（いずれか 1日） 採用予定日※ 

５月採用試験 令和５年 ３月 24 日（金） ４月 ６日（木）、７日（金） ５月１日 

６月採用試験 令和５年 ４月 17 日（月） ５月 11 日（木）、12日（金） ６月１日 

７月採用試験 令和５年 ５月 22 日（月） ６月 １日（木）、２日（金） ７月１日 

８月採用試験 令和５年 ６月 26 日（月） ７月 ６日（木）、７日（金） ８月１日 

９月採用試験 令和５年 ７月 24 日（月） ８月 ３日（木）、４日（金） ９月１日 

10 月採用試験 令和５年 ８月 21 日（月） ８月 31 日（木）、９月１日（金） 10 月１日 

11 月採用試験 令和５年 ９月 25 日（月） 10 月５日（木）、６日（金） 11 月１日 

12 月採用試験 令和５年 10月 23日（月） 11 月１日（水）、２日（木） 12 月１日 

１月採用試験 令和５年 11月 20日（月） 11 月 30 日（木）、12 月１日（金） １月１日 

２月採用試験 令和５年 12月 15日（金） １月 11 日（木）、12 日（金） ２月１日 

３月採用試験 令和６年 １月 22 日（月） ２月 １日（木）、２日（金） ３月１日 

４月採用試験 令和６年 ２月 19 日（月） ２月 29 日（木）、３月１日（金） ４月１日 

※「採用予定日」は、各試験日における最短の勤務開始日であり、採用日は、欠員状況に応じて 

最終的に決定します。なお、欠員状況により、勤務開始時期はご相談に応じることができる場合 

もあるため、受験申込書の「勤務可能時期」欄を必ずご記入ください。 
 

 

（１）試験会場  静岡県立総合病院にて実施します。 

         ※受験日、集合時間、集合場所については受験票にて連絡します。 

（２）試験方法 

区 分 内 容 

書類審査  － 

筆記試験  小論文 

面接試験  個別面接による試験（３０分程度） 

 

１ 職種、受験資格及び採用予定人員 

２ 募集締切、試験日及び採用予定日 

３ 試験会場、試験方法 



 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提出書類 

（各１部） 

ア 受験申込書（指定様式）  必ず写真を貼ってください。 

   ・連絡先    現住所以外に帰省先等がある場合に記入 

   ・学歴     高等学校入学から記入 

   ・職歴     職歴のある方は、病院名、就業セクション、職名 

           及び常勤・非常勤の別も記入 

   ・免許・資格  看護師免許等の取得年月を必ず記入 

           （登録日を免許状で確認してください） 

・受験試験日  受験を希望する試験日を第２希望まで記入 

※試験日は希望に添えない場合があります。 

 イ 成績証明書 

   ・卒業した看護師養成施設の成績証明書を提出（応募時点で履修したす

べての成績が記載されたもの） 

   ・看護師免許取得後、助産師免許取得のために進学した場合は、看護師

免許を取得するために在籍していた看護師養成施設の卒業証明書を

提出してください。 

   ・養成施設の都合等で発行できない場合は、応募先まで問い合わせくだ

さい。 

 ウ 健康診断書（指定様式） 

・職務遂行に必要な健康状態にあるか否かについて確認します。 

    ※直近３ヶ月以内に医療機関において検査した健康診断書（職員採用試

験身体検査票）を試験日当日に持参してください。 

エ 健康観察結果報告書（指定様式） 

   ・試験日の２週間前から、発熱（37.5 度以上）、咳、痰、息苦しさの症

状の有無を別紙「健康観察結果報告書」に記載し、試験当日受付に提

出してください。 

なお、試験当日までの間、１つでも上記症状が２日以上続く場合又は

当日上記症状がある場合は、「受験不可」とするため、その場合は、電

話で受験できない旨を機構採用担当者に連絡してください。 

提出方法 

・下記の応募先に持参するか、郵送してください。 

ア 郵送の場合  各試験区分における募集締切日必着 

  ※特定記録郵便による送付が確実です。 

イ 持参の場合  平日の午前８時３０分から午後５時まで受付 

※封筒の表に「看護経験者募集申込」と朱書きしてください。 

４ 受験申込手続 



 

 

受験票を受領したら、試験会場を確認し、試験当日に必ず持参してください。 

なお、試験日前日までにお手元に届かない場合は、応募先まで問い合わせください。 
 

 

採用予定日は「２ 募集締切、試験日及び採用予定日」に記載のとおりです。 

「採用予定日」は、各試験日における最短の勤務開始日であり、採用日は、欠員状況に 

応じて最終的に決定します。なお、欠員状況により、勤務開始時期はご相談に応じること 

ができる場合もあるため、受験申込書の「勤務可能時期」欄を必ずご記入ください。 
 

 

試験実施後、受験者全員に文書で合否を通知します。 
 

 

この採用試験の実施に関して収集する個人情報は、この採用試験のために必要な範囲でのみ 

使用します。 

 

          

１ 身 分  地方独立行政法人 静岡県立病院機構職員 

 
 

２ 勤務時間  週３８時間４５分 ≪３交代制勤務・２交代制勤務（病棟により異なります）≫ 

 
 

３ 休 暇 等  年次有給休暇（１年度につき 20日、初年度は採用日に応じる）の他、夏季等休暇（年５

日）や結婚休暇（７日間）、家族の看護休暇など、充実した休暇制度があります。 

 
 

４ 給 与  年収 (1年目)約 437～469 万円（一月当たり約 36.4～39.0万円） 

           (2年目)約 486～529万円（一月当たり約 40.5～44.1万円） 

（内訳） ・月額給与 給与規程に基づき支給されます。 

       ○４年制看護大学卒業者    (1年目)約 33.4万円、(2年目)約 35.3万円 

       ○３年制看護養成校卒業者   (1年目)約 32.0万円、(2年目)約 33.0万円 

       ○２年制看護養成校卒業者   (1年目)約 31.1万円、(2年目)約 32.2万円 

 

 

 

 
    

 

５ 福利厚生等  ○施  設／看護師宿舎（空室状況による）、職員駐車場、休憩室など 
 

○育児支援／産前・産後休暇（各８週間・有休）、育児休業（３歳まで）、 

育児短時間勤務制度（未就学児童を対象）、院内保育所（２４時間保育） 
 

○保養施設／全国各地の共済組合宿泊施設の利用可 

                その他、全国各地の宿泊施設の優待料金利用可 
 

          ○そ の 他／地方職員共済組合（年金、医療費等） 

静岡県職員互助会（医療費の補助等） 

 
※上記の勤務条件は、現在の制度によるものです。 
 
 
 
 
 
 

５ 受験票の交付 

７ 合格者の発表 

６ 採用予定時期 

８ その他 

          〈 勤 務 条 件 〉  （令和５年１月現在） 

・上記の金額は、現在の制度による、給料、給料の調整額、地域手当、扶養手当、通勤手当、住居手当（家

賃額の約２分の１ 上限３万円）、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当（２交代制勤務を想定）、

看護師処遇改善手当、特殊勤務手当（夜間看護等手当等）の合計額として試算したものです。 

・このほかに、期末・勤勉手当が支給されます。（期末・勤勉手当は、上記４年制大学卒業の場合、 

年２回(６月、12月)の支給 １年目で年間約 67万円(６月分期間率調整)、2年目で年間約 105万円） 

万円 

※期末・勤勉手当 

等の手当を含む 



 

 

 

☆静岡県立病院機構では、病院見学を実施しています。 （詳細はホームページをご参照ください。） 

☆お申込みについては、各病院（看護部）へお問い合わせください。（受付時間：平日９：００～１７：００） 
 

○県立総合病院        URL：http://www.shizuoka-pho.jp/sogo/ 

                ０５４（２４７）６１１１（代表） 
 

○県立こころの医療センター  URL：http://www.shizuoka-pho.jp/kokoro/ 

                      ０５４（２７１）１１３５（代表） 
 

○県立こども病院       URL：http://www.shizuoka-pho.jp/kodomo/ 

           ０５４（２４７）６２５１（代表）  

応募先及び問い合わせ先 
 
〒420-8527 静岡市葵区北安東 4丁目 27-1（県立総合病院内） 

地方独立行政法人 静岡県立病院機構 本部事務部 経営管理課 総務班 
フリーダイヤル 0120-417451（よいナースこい）又は 054-200-1631 
メールアドレス honbu-soumu@shizuoka-pho.jp 
 

〈病院見学会について〉   


