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2019 年度実施 

地方独立行政法人岐阜県総合医療センター

職 員 採 用 試 験 案 内 
 

≪募集職種≫  

医療職（助産師・看護師） 

地方独立行政法人岐阜県総合医療センター（※）の正規職員を募集します。 

※ 地方独立行政法人岐阜県総合医療センターは、岐阜県が 100％出資して設立した法人です。 

※ 岐阜県では、平成 22 年４月１日に３つの地方独立行政法人を設立し、総合医療センター、多治見病院、

下呂温泉病院をそれぞれの法人が運営しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

○試 験 日 

第１回 2019 年５月 11 日(土) 

第２回 2019 年６月１日（土） 

第３回 2019 年６月 22 日（土） 

     第４回 2019 年７月 13 日（土） 
    ※第３回までの合格者数が採用予定人数に達した場合、第４回の試験

を実施しないことがありますので、ご注意ください。 

 

○試験会場  岐阜県総合医療センター 

 

○受付期間 

 2019 年４月１日（月）～ 

  第１回に受験する方は、４月 22 日（月）必着 

  第２回に受験する方は、５月 17 日（金）必着 

  第３回に受験する方は、６月 10 日（月）必着 

  第４回に受験する方は、６月 28 日（金）必着 

※ 直接持参の場合の受付時間は、午前８時 30 分から午後５時 15 分までです。 

（土曜日、日曜日及び祝日は除きます。） 

※ 郵送の場合は、受付期間の末日必着です。 
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１ 採用試験 

   (１) 試験区分、採用予定人員、業務内容等 

試験区分 採用予定人員 業務内容等 

助産師 １０名程度 

法人が運営する病院の看護部門に勤

務し、助産師として専門技術的業務

に従事します。 

看護師 ６５名程度 

法人が運営する病院の看護部門に勤

務し、看護師として専門技術的業務

に従事します。 

   

 （２） 受験資格 

試験区分 受      験      資      格 

助産師 助産師および看護師の免許を有する者または2020年春に行われる

国家試験によりその免許を有することが見込まれる者 
看護師 

 

ただし、次の各号の一に該当する者は受験できません。 

① 成年被後見人又は被保佐人（準禁治産者を含む。） 

② 禁錮
こ

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 

③ 岐阜県が設立する一般地方独立行政法人の職員として懲戒解雇の処分を受

け、その処分の日から２年を経過しない者 

④ 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

した者 

 

■ 受験資格等の確認について 

受験資格の有無、試験申込書記載事項等の真否について確認を行うととも

に、記載内容に虚偽又は不正があることが判明した場合は、合格を取り消し

ます。 
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２ 試験時間・試験の方法 

試験時間 試験の方法 内    容 

 

 ※第１回、第２回 

 受付 午前９時00分から 

    午前９時20分まで 

 

試験 午前９時30分から 

     午後５時頃まで 

（予定） 

※第３回、第４回 

受付 午前９時30分から 

    午前９時50分まで 

 

試験 午前10時00分から 

     午後５時頃まで 

（予定） 

 

作文試験 

 

記述式 

（50分） 

 

識見、論理性、思考力等につ

いての筆記試験 

 

適性試験 マークシート式 

（80分） 

職員としての資質及び適性

の基礎的・基本的な事項につ

いての検査 

面接試験 

 

個別面接 人物及び専門知識について

の試験 

 

 

３ 採用までの手順 

   試験結果発表 

①受験日 ５月 11 日（土）  結果発表 ６月中旬 

   ②受験日 ６月１日（土）   結果発表 ７月上旬 

   ③受験日 ６月 22 日（土）  結果発表 ７月下旬 

   ④受験日 ７月 13 日（土）  結果発表 ８月中旬 

※受験者全員に郵送にて合否の結果を通知します。 

免許を取得見込で受験された方につきましては、2020 年春の国家試験の結果、不

合格の場合は採用いたしません。 

 

 

４  受験手続 

(１)申し込み・問い合わせ先 

地方独立行政法人岐阜県総合医療センター 事務局総務課 人事労務担当 

〒500-8717 岐阜市野一色４－６－１ TEL 058-246-1111(内線 5522) 

ホームページアドレス https://www.gifu-hp.jp 

 

  (２)申込方法 

・必要書類を作成の上、上記の申し込み先まで直接持参または郵送にて提出してくださ

い。 

・郵送する場合は必ず書留又は簡易書留郵便にして、封筒の表左下に受験を希望する試験

区分（職種）を朱書きしてください。 

・受験票が試験日の３日前までに到着しない場合は、上記の申し込み先まで必ず問い合わ

せてください。 

 

(３)受付期間 

■ 直接持参する場合 

①第１回 2019 年４月１日（月）～４月 22 日（月） 

②第２回 2019 年４月１日（月）～５月 17 日（金） 

③第３回 2019 年４月１日（月）～６月 10 日（月） 

http://www.gifu-hp.jp/
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④第４回 2019 年４月１日（月）～６月 28 日（金） 

午前８時 30 分から午後５時 15 分まで 

※ただし、土曜日、日曜日及び祝日は除きます。 

■ 郵送する場合 

①第１回 2019 年４月１日（月）～４月 22 日（月） 

②第２回 2019 年４月１日（月）～５月 17 日（金） 

③第３回 2019 年４月１日（月）～６月 10 日（月） 

④第４回 2019 年４月１日（月）～６月 28 日（金） 

     ※郵送の場合各期限の末日必着 

 

 (４)必要書類 

■ 試験申込時に提出する書類 

① 地方独立行政法人岐阜県総合医療センター職員採用試験申込書［所定様式］ 

……１部 

② 郵便ハガキ（官製ハガキ）………………………………………………………１枚 

※受験番号を通知するために使用しますので、ハガキ表面に送付先 

（郵便番号・住所・氏名）を記入してください。 

③ 面接カード［所定様式］…………………………………………………………１部 

 

 

５ 勤務条件 

（１）身  分  地方独立行政法人岐阜県総合医療センターの正規職員 

（地方公務員の身分は有しません。） 

（２）勤務時間  週 40 時間 

（３）給 与 等  法人の給与規程に基づき支給される基本給の額に、標準的な勤務（月 

４回の夜間勤務含む）をした場合の主要手当（夜間看護手当（全深夜 

13,600 円／回）他）を加算した額は下表のとおり 

        ※初任給は、学校卒業後、民間等における職歴その他を勘案のうえ決

定され、原則として毎年 1 回定期に昇給します 

修学課程 助産師 看護師 手  当  等 

大学卒程度 

 
288,173 288,173 

扶養手当、通勤手当、

時間外勤務手当、地域

手当、期末手当、勤勉

手当等がそれぞれ支給

条件に応じて支給され

ます。 

短大３卒程度 
― 282,264 

短大２卒程度 
― 272,058 

※初任給は、学校卒業後、民間等における職歴その他を勘案のうえ決定され、原則とし

て毎年 1 回定期に昇給します。 

（４）福利厚生 

・院内施設 売店、食堂、保育所、休憩室など 

・休 暇 等 年次有給休暇（１年につき 20 日、４月採用者は 15 日）、他に、病気休暇、

特別休暇（結婚、出産、夏期、ボランティアなど）、介護休暇、育児休業等の制度あり 

・保養施設 全国各地の共済組合宿泊施設の利用可 

・そ の 他 地方職員共済組合、職員互助会による医療費、結婚祝金の給付や住宅資金の

貸し付けなどの制度あり 

 

６ 内定 

内定通知時とします（10 月頃）。ただし、合格通知時に発送する就職意思等回答書を当

法人が指定する日までに提出しなかった場合は合格及び内定を取り消します。 
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７ 採用予定年月日 

   原則、2020 年４月１日 

（有資格者については、時期を相談の上、2019 年度途中の採用可） 

 

８ その他 

・提出いただいた書類は返却いたしません。 

・試験申込書等に記載されている個人情報は、採用試験及び採用事務の目的以外に使用する

ことはありません。 
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【 試験会場案内図 】 
岐阜県総合医療センター（岐阜市野一色４－６－１）  

 
 
【試験会場までのアクセス】 
○バ  ス 

ＪＲ岐阜バス停（15 番乗り場） 

  名鉄岐阜バス停（６番乗り場） 
 

・尾崎団地線 

Ｂ58 諏訪山団地行き  岐阜県総合医療センター下車 （所要時間約 20 分） 

Ｂ59 各務原高校行き         〃 
 

・岐阜聖徳学園大線 

Ｂ53 水海道行き    岐阜県総合医療センター口下車（所要時間約 20 分）徒歩 10 分 

 

○電  車    

  ＪＲ線  ＪＲ高山線長森駅下車  （所要時間 岐阜駅から約５分）徒歩 20 分 

  名鉄線  名鉄各務原線切通駅下車 （所要時間 名鉄岐阜駅から約５分）徒歩 20 分 

 

○タクシー    

  ＪＲ岐阜駅前または名鉄岐阜駅前から約 15 分 

 

 

※ 駐車場（有料）はありますが、数に限りがあります。 


