
令和４年度 

焼津市立総合病院職員採用試験案内 

【職  種】 ≪資格職≫ 診療情報管理士、臨床検査技師、臨床工学技士、 

管理栄養士、保健師、看護師・助産師 

【申込受付期間】令和４年 10月 24日(月)から令和４年 12月 23日(金)まで 

     ※郵送により提出する場合は、12月 23日（金）必着とします。 

【試験実施日】 令和５年１月 15日（日） 

 

 

１ 職種、採用予定人員及び職務概要 

職     種 採用予定人員 職 務 概 要 

診療情報管理士 若干名 焼津市立総合病院に勤務し、医療事務、一般事務等に従事します。 

臨床検査技師 若干名 焼津市立総合病院に勤務し、病理検査業務等に従事します。 

臨床工学技士 若干名 焼津市立総合病院に勤務し、診療技術業務等に従事します。 

管理栄養士 若干名 焼津市立総合病院に勤務し、診療技術業務等に従事します。 

保健師 若干名 焼津市立総合病院に勤務し、保健指導業務等に従事します。 

看護師・助産師 若干名 焼津市立総合病院に勤務し、看護業務等に従事します。 

※注意事項 

（１）採用予定人員については、今後の事業計画等により変更になる場合があります。 

（２）職務内容により、交替制勤務となる場合があります。 

（３）申込できる職種は１つに限ります。申込後の職種の変更は認めません。 

 

２ 受験資格 

（１）それぞれの試験職種の受験資格に該当する人 

試 験 職 種 受 験 資 格 

診療情報管理士 
昭和62年４月２日以降に生まれた人で、診療情報管理士の資格を有する人又は令和

５年３月末までに資格取得見込みの人 

臨床検査技師 
昭和 62 年４月２日以降に生まれた人で、臨床検査技師の資格を有する人又は令和５

年３月末までに資格取得見込みの人 

臨床工学技士 
平成４年４月２日以降に生まれた人で、臨床工学技士の資格を有する人又は令和５

年３月末までに資格取得見込みの人 



管理栄養士 
平成６年４月２日以降に生まれた人で、管理栄養士の資格を有する人又は令和５年

３月末までに資格取得見込みの人 

保健師 
昭和 57 年４月２日以降に生まれた人で、保健師の資格を有する人又は令和５年３月

末までに資格取得見込みの人 

看護師・助産師 
昭和 59 年４月２日以降に生まれた人で、看護師又は助産師の資格を有し、急性期病

院での勤務経験が２年以上ある人 

 

（２）受験できない人 

次のうちいずれかに該当する人は、受験できません。 

【地方公務員法第 16条に規定する人】 

ア 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人 

イ 焼津市において懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から２年を経過しない人 

ウ 人事委員会又は公平委員会の委員の職にあつて、地方公務員法第５章に規定する罪を犯し刑に処せられ 

た人 

エ 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 

 

 

３ 試験の実施日時・会場・合格発表 

試 験 職 種 日 時 会 場 合 格 発 表 

全職種 

令和５年１月 15日（日） 

集合時刻：午前８時 30分 

開始時刻：午前９時 

終了時刻：午後３時（予定） 

焼津市立総合病院 

(焼津市道原 1000番地) 

講義室・第２応接室 

２月上旬を予定 

全員に郵送で通知し

ます。 

 ※試験には受験票、ﾎﾞｰﾙﾍﾟﾝ、HBの鉛筆（ｼｬｰﾌﾟﾍﾟﾝ可）、消しｺﾞﾑを持参してください。 

 

４ 試験の内容・出題分野等  

試験科目 職 種 試 験 内 容 

事務適性検査 

全職種 

事務作業における適応性を正確さ、迅速さ等の作業能力の面か

らみる検査をします。 

職場適応性検査 
公務の職業生活への適応性について、職務への対応や対人関係

に関連する性格傾向を判断する検査を行います。 

作文試験 
表現力、理解力、説明能力、総合的評価力等を判断する試験を行

います。 

面接試験 
人物及び能力について、集団又は個人面接による口述試験を行

います。 

 

 



５ 受験に必要な提出書類等 

注意事項 

（１）申請書は必ず本人が記入してください。 

（２）記載事項の不備や提出書類の不足等があった場合は受理できませんので注意してください。  

（３）提出された書類は返却できません。  

 

６ 受験の申込方法 

郵送の場合 

上記、受験に必要な提出書類等を角型２号（縦約 33 センチメートル×横約 24 センチメー

トル）のサイズの封筒に入れ、左側に「採用試験申込」と朱書きして、簡易書留で郵送して

ください。（簡易書留の控えは受験票が届かない時の確認手段となりますので、受験票が届

くまで保管しておいてください。） 

※受付期間：令和４年 10月 24日（月）～令和４年 12月 23日（金）まで 

      （令和４年 12月 23日必着） 

※封筒には、差出人の住所氏名を必ず記入してください。 

※受付期間を過ぎて提出されたものは受理できません。 

※送付先：〒425-8505 

     焼津市道原 1000番地 

     焼津市立総合病院 病院総務課 職員担当 宛 

持参の場合 

上記、受験に必要な提出書類等を一式揃えて、病院総務課に提出してください。 

※受付期間：令和４年 10月 24日（月）～令和４年 12月 23日（金）まで 

      午前８時 30分から午後５時 15分まで【時間厳守】 

      ただし、土曜日・日曜日・祝日は受付できません。 

※提出先：焼津市道原 1000番地 

     焼津市立総合病院 病院総務課 職員担当 

※上記の受付時間及び提出先以外に持参された場合は受理できません。 

受験票の 

送付 

受験票は試験日の一週間前までに発送の予定です。 

届かない場合は、病院総務課（℡ 054-623-3111 内線 2852）までご連絡ください。 

 

７ 合格から採用まで 

（１）試験結果は、令和５年２月上旬までに書面で合否を通知します。 

（２）採用時期は、原則として令和５年４月１日となりますが、場合により（既卒者等）それ以前に 

採用することがあります。 

（３）受験資格がない場合や、受験申込書等の記載事項に虚偽又は不正があると判明した場合には、 

合格を取り消します。 

全職種 

① 採用試験申込書 

必要事項を記入のうえ、写真（縦 3.5cm×横 3.0cm）を必ず貼付してください。 

※写真は申込前３か月以内に撮影したもの（背景は白又は薄い色）、正面、無帽、上半身胸

上で、メガネをかけて受験する人はメガネをかけている写真 

② 面接カード   ③ 免許取得者（既卒者）は資格免許証の写し（Ａ４版で１部） 



（４）免許取得見込みの人が免許を取得できない場合には、採用を取り消します。 

（５）採用は全て条件付きで、原則として採用から６か月間を良好な成績で勤務したときに正式採用と 

なります。（地方公務員法第 22条第１項） 

 

 

８ 給与・勤務条件等 

給与：令和４年４月１日現在の初任給 

注意事項  

（１）給与等：１ 初任給は、学歴や職歴に応じて加算される場合があります。 

       ２ この他に、諸手当（通勤手当、住居手当、扶養手当、期末・勤勉手当等）をそれぞれの 

支給要件に応じて支給します。 

（２）勤務時間：原則として、月曜日～金曜日 午前８時 30分～午後５時 15分 

        ※ただし、職種により交替制勤務がありますので、勤務時間、休日が異なります。 

（３）休日等：土曜日、日曜日及び祝日並びに 12月 29日から翌年１月３日までの日 

（４）休暇等：年間（４月１日から３月 31日）20日の年次有給休暇、疾病等の場合に与えられる 

病気休暇、結婚・出産・忌引・夏季休暇等の特別休暇、日常生活に支障がある者を介護する 

場合に与えられる介護休暇、育児休業等があります。 

（５）福利厚生：定期健康診断や人間ドック等の健康管理事業、職員互助会事業、健康講座や宿泊・保健施設

利用助成などの共済組合事業などの各種制度があります。 

（６）新型コロナウイルス感染症への対応 

  新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の感染状況により試験日時及び試験会場等について変更に 

なる場合があります。 

また、試験当日までに体調が悪く、新型コロナウイルス感染症の疑いがある場合や濃厚接触者となり 

経過観察中になった場合には、病院総務課職員担当までご連絡ください。 

なお、試験日当日に 37.5℃以上の発熱がある場合は、採用試験を受験出来ない場合があります。 

 

職  種 区分 初任給（地域手当等含む） 

診療情報管理士 
短大卒(２年制) １７６，８５１円 

大学卒(４年制) １９４，３６１円 

臨床検査技師 

臨床工学技士 

短大卒(３年制) ２０６，９２７円 

大学卒(４年制) ２１３，５１９円 

管理栄養士 
短大卒(２年制) ２０８，９９６円 

大学卒(４年制) ２１５，６５４円 

保健師 
短大卒(３年制) ２３３，０８９円 

大学卒(４年制) ２３９，６８１円 

看護師・助産師 
短大卒(３年制) ２３７，７５０円 

大学卒(４年制) ２４４，４７４円 



９ 問合せ先 

 

   焼津市立総合病院 病院総務課 職員担当 

   〒425－8505  焼津市道原 1000番地 

   電 話：054-623-3111 内線：2852   ＦＡＸ：054-624-9103 

   ホームページ：http://www.hospital.yaizu.shizuoka.jp/  

 

 

 

焼津市立総合病院案内図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【公共交通機関を利用される方】 

○東海道新幹線静岡駅下車、在来線下り方面乗り換え（約 15分乗車） 

○JR焼津駅下車後、駅南口より市立病院行きのバスが発着しています。（所要時間約 15分） 

○交通状況により所要時間は変わります。電車、バスの時間帯は各自お調べください。 

 

 

 


