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１ 職種等採用予定人数 

試験区分・職種 採用予定人員 

医療技術職 

看護師 １０名程度 

薬剤師 ３名程度 

臨床検査技師 若干名 

診療放射線技師 若干名 

作業療法士 若干名 

管理栄養士 若干名 

病院事務職 

社会福祉士(医療ｿｰｼｬﾙﾜｰｶｰ) 若干名 

病院事務Ａ 若干名 

病院事務Ｂ（障がい者） 若干名 

 

２ 受験資格等 

試験区分・職種 年齢及び資格等 

医
療
技
術
職 

看護師 

昭和５６年４月２日以降に生まれ、看護師の免許を有

する人、または専門学校・大学などを卒業または卒業見

込みで、令和４年３月までに免許取得見込みの人 

薬剤師 

昭和５１年４月２日以降に生まれ、薬剤師の免許を有

する人、または大学などを卒業または卒業見込みで、令

和４年３月までに免許取得見込みの人 

臨床検査技師 

平成３年４月２日以降に生まれ、臨床検査技師の免許

を有する人、または専門学校・大学などを卒業または卒

業見込みで令和４年３月までに免許取得見込みの人 

診療放射線技師 

平成３年４月２日以降に生まれ、診療放射線技師の免

許を有する人、または専門学校・大学などを卒業または

卒業見込みで、令和４年３月までに免許取得見込みの人 

作業療法士 

平成３年４月２日以降に生まれ、作業療法士の免許を

有する人、または専門学校・大学などを卒業または卒業

見込みで、令和４年３月までに免許取得見込みの人 

管理栄養士 

平成３年４月２日以降に生まれ、管理栄養士の免許を

有する人、または専門学校・大学などを卒業または卒業

見込みで、令和４年３月までに免許取得見込みの人 

病

院

事

務

職 

社会福祉士 
(医療ｿｰｼｬﾙﾜｰｶｰ) 

平成３年４月２日以降に生まれ、社会福祉士の免許を

有する人、または専門学校・大学などを卒業または卒業

見込みで、令和４年３月までに免許取得見込みの人 

病院事務Ａ 
平成３年４月２日から平成１２年４月１日までに生ま

れ、４年生大学卒業程度の学力を有する人 

病院事務Ｂ 

（障がい者） 

平成３年４月２日から平成１６年４月１日までに生ま

れ、障がい者手帳の交付を受けており活字印刷文による

出題に対応可能な人 かつ１日７時間４５分、週３８時

間４５分の職務遂行が可能な人 



３ 欠格条項等 

 次のいずれかに該当する人は、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）禁固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 

 （３）水俣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 

 （４）日本国憲法の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 

 

４ 受験手続・受付期間等 

 （１）受付期間 

    令和３年７月１日（木）から令和３年７月２１日（水）まで（土曜日、日曜日、 

祝日を除く。）とします。郵送の場合は、７月２１日までの消印のあるものに限

り受け付けます。受付時間は、午前８時１５分から午後５時まで（正午から午

後１時までを除く。）です。 

 

 （２）申込先 

    〒867－0041 熊本県水俣市天神町１丁目２番１号 

    国保水俣市立総合医療センター 事務部 総務課 総務係 

 

（３） 申込書の請求方法 

インターネット

からダウンロー

ドする場合 

病院のホームページ（http://minamata-hp.jp/）にアクセス

して試験内容と申込書をダウンロードしてください。 

直接取りに来る

場合 

国保水俣市立総合医療センター事務部総務課総務係に用意

してあります。（本館 5階） 

郵送により請求

する場合 

 封筒の表に「職員採用試験申込書請求」と朱書きし、１４０

円切手を貼った宛先明記の返信用封筒（Ａ４サイズが入るも

の）を同封のうえ、国保水俣市立総合医療センター事務部総務

課総務係に請求してください。 

  

（４） 申込手続 

項目 方法 受験票の交付 

持参する場合 

 受験申込書及び受験票に必要事

項を記入して、上記申込み先まで提

出ください。 

 申込者に受付済みの受

験票を交付します。 

郵送で申込む場

合 

 受験申込書及び受験票に必要事

項を記入して、上記申込み先まで提

出ください。 

 なお、郵送する場合は、受験票返

送のための返信用封筒（宛先、郵便

番号を明記、８４円切手貼付）を同

封のうえ、封筒の表に「職員採用試

験申込」と朱書してください。 

 申込者に受付済みの受

験票を郵送します。 

 なお、７月３１日（土）

までに到着しない場合

は、上記申込み先までご

連絡ください。 



（５） 提出書類 

   ① 受験申込書 

  ② 受験票 

 

５ 試験の日時及び場所 

 （１）１次試験 

   ① 日時 令和３年８月８日（日）午前９時から正午頃まで 

   ② 場所 熊本県水俣市天神町１丁目２番１号 

        国保水俣市立総合医療センター 西館６階会議室 

 （２）２次試験 

   ① １次試験合格者に対して実施します。 

② 日時及び場所は、１次試験の合格者発表時に病院掲示板及びホームページ     

に掲示し、併せて合格者に通知します。（９月１９日の予定） 

 

６ 試験の内容 

 （１）１次試験 

職種・試験区分 出題範囲 

医
療
技
術
職 

 
 
 
 
 
 
 

 

看護師 

教養試験 

社会、人文、自然に関する一般知識、文章理

解、判断推理、数的推理、資料解釈に関する

一般知能についての択一式による筆記試験 

看護師 

適性検査 

看護師としての適応性を資質、能力及び対人

関係の面からみる択一式による筆記検査 

薬剤師 

臨床検査技師 

診療放射線技師 

作業療法士 

管理栄養士 

教養試験 

社会、人文、自然に関する一般知識、文章理

解、判断推理、数的推理、資料解釈に関する

一般知能についての択一式による筆記試験 

職場適応

性検査 

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の面からみ

る択一式による筆記検査 

病
院
事
務
職 

社会福祉士 
（医療ｿｰｼｬﾙﾜｰｶｰ） 

教養試験 

社会、人文、自然に関する一般知識、文章理

解、判断推理、数的推理、資料解釈に関する

一般知能についての択一式による筆記試験 

職場適応

性検査 

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の面からみ

る択一式による筆記検査 

病院事務Ａ 

病院事務Ｂ 

（障がい者） 

教養試験 

社会、人文、自然に関する一般知識、文章理

解、判断推理、数的推理、資料解釈に関する

一般知能についての択一式による筆記試験 

職場適応

性検査 

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の面からみ

る択一式による筆記検査 

事務適性

検査 

事務職員としての適応性を正確さ、迅速さ等

の作業能力の面からみる筆記検査 

  （注）職場適応性検査は、２次面接試験の補助的な資料として活用します。 

  

 



（２）２次試験 

区 分 内  容 

作文試験 職務遂行に必要な思考力、表現力等についての作文試験 

面接試験 積極性、協調性等についての個別面接による口述試験 

 （注）・人物重視の選考を行います。 

・各試験科目において一定の基準に達しない者は、他の成績いかんにかかわらず

不合格となります。 

・上記のほか、語学・スポーツ・芸術・趣味等で一芸に秀でていること、ボランテ

ィア活動・国際交流活動等の経歴を有することなども採用基準の参考とします。 

 

７ 合格者の発表 

  病院掲示板及びホームページに掲示し、併せて文書で通知します。 

 （１）１次試験     令和３年 ８月２０日（金）正午 

 （２）２次試験（最終） 令和３年１０月上旬（予定） 

 

８ 合格から採用まで 

 （１）採用候補者名簿の登録 

   ① この試験の最終合格者は、地方公務員法に基づき採用候補者名簿に登録し、

原則として、必要に応じて順次採用する予定です。（免許所持者は、採用が早ま

ることがあります。） 

   ② この名簿の登録有効期間は、最終合格者決定の日から１年とします。 

 

 （２）採用後の身分及び給与（令和３年４月現在）等 

   ア 給料（初任給） 

     看護師 （大学卒）     原則として    ２０９，８００円 

（短大３卒）    原則として    ２００，７００円 

薬剤師 （大学６卒）    原則として    ２１０，５００円 

     臨床検査技師、診療放射線技師、作業療法士、管理栄養士 

（大学卒）     原則として    １８８，４００円 

         （短大３卒）    原則として    １７７，４００円 

          社会福祉士（大学卒）    原則として    １８２，２００円 

     病院事務（大学卒）     原則として    １８２，２００円 

         （高卒）      原則として    １５０，６００円 

     ※免許取得後に就業した経験年数がある場合は、換算して給料を決定します。 

イ 諸手当 

  期末勤勉手当 年２回支給 合計４．４５ヶ月分（基本給×４．４５ヶ月分） 

  通勤手当 月額最高５５，０００円支給（交通機関利用の場合） 

  住居手当 月額最高２８，０００円支給（アパート、借家） 

     その他、水俣市病院事業管理規程により扶養手当等を支給します。 

   ウ その他 

     年次有給休暇、夏季休暇、結婚、産前・産後、妻の出産、育児、子の看護、介

護等休暇を取得できます。また、院内保育所を完備しています。 

 

 



９ その他 

（１）試験当日は、受験票、筆記用具（HB鉛筆、消しゴム）を必ず持参してください。 

 （２）試験に関する問い合わせ先 

     〒867－0041 熊本県水俣市天神町１丁目２番１号 

            国保水俣市立総合医療センター 

            事務部 総務課 総務係 

            ℡（0966）63－2101（内線 581） 


