
2020 年度採用予定試験案内 

岐阜市病院事業の企業職員資格免許職（A）採用試験要綱 

助産師・看護師 《2020 年 4 月 1 日採用予定》 

《試験日と申込受付期間》 

試験日 申込受付期間 

第１回 ２０１９年 ５月１８日（土） ２０１９年４月 ２日（火） ～ ４月２２日（月） 

第２回 ２０１９年 ６月 ８日（土） ２０１９年４月 ２日（火） ～ ５月１０日（金） 

第３回 ２０１９年 ７月１３日（土） ２０１９年６月１７日（月） ～ ７月 ３日（水） 

第４回 ２０１９年 ８月 ９日（金） ２０１９年７月１６日（火） ～ ７月２９日（月） 

※第４回の試験は中止となりました。

《試 験 会 場》  

岐阜市民病院 （岐阜市鹿島町7丁目1番地）

１ 職種区分、採用予定人員及び職務内容 

職種区分 採用予定人員 職   務   内   容 

助産師 ５人程度 
それぞれの職についての専門・技術的業務 

看護師 ８０人程度 

２ 受験資格 

職種区分 受験資格 

助産師 
昭和３５年４月２日以降に生まれた人で、助産師の免許を有する人又は 

２０１９年度中に実施される国家試験によるその免許の取得見込の人 

看護師 
昭和３５年４月２日以降に生まれた人で、看護師の免許を有する人又は 

２０１９年度中に実施される国家試験によるその免許の取得見込の人 

岐阜市民病院は、２０２０年度に重症管理部門を
拡大するため、私たちと共に働く仲間を募集します。
思いやりのある丁寧な看護を一緒にめざしませんか。 



ただし、次の各号のいずれかに該当する人は受験できません。 

（１）成年被後見人及び被保佐人（準禁治産者を含む。）※法改正により変更となる場合があります。

（２）禁こ
・

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人 

（３）岐阜市において懲戒免職の処分を受け、その処分の日から２年を経過しない人 

（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人 

※受験資格等について 
         申込書の記載事項に不正があると、職員として採用される資格を失います。また、採用後に不正が発覚

した場合には、採用を取り消します。 

３ 受験手続 
  ※受験申込書・受験票・調査票は、岐阜市民病院ホームページ〈https://gmhosp.jp/〉の職員募集情報からプ

リントアウトすることができます。 

  ※郵送で申込書を請求する場合、封筒の表に「資格免許職（A）2020 年 4 月採用試験申込書用紙請求」と朱書

きし、120円切手を貼った郵便番号・住所・氏名明記の返信用封筒（角型2号）を同封してください。 

以下の要領で申し込んでください。 

申込書 

提出先 

岐阜市民病院 事務局 病院政策課 
〒 500-8513 岐阜市鹿島町7丁目1番地  

必要書類

１ 受験申込書Ⅰ 

２ 受験申込書Ⅱ（電算入力用） 

３ 受験票 

４ 調査票 

５ 資格免許証の写し（有資格者の場合） 

申込方法

①郵送にて申し込む場合 

 上記必要書類がすべてそろっていることを必ず確認し、封筒の表に受験を希望する試験名

（「資格免許職（Ａ）採用試験受験」）を朱書きの上、岐阜市民病院事務局病院政策課宛

てに、特定記録郵便または簡易書留郵便にて送付してください。 

 ※なお、受験票については、受付後受験者宛てに返送しますので、下記事項にご注意ください。

（ア）受験申込書等を郵送で取り寄せた場合または岐阜市民病院にて受け取った場合 

→受験票の裏面がはがきになっていますので、所定の位置に６２円切手を貼り、受験者

の郵便番号・住所・氏名を明記してください。 

（イ）受験申込書等をホームページからプリントアウトした場合 

→切り取った「受験票」を、受験者の郵便番号・住所・氏名を明記した官製はがき、また

は６２円切手を貼ったはがきの裏に、はがれないよう貼り付けてください。 

※上記（ア）及び（イ）において切手や官製はがきの貼り付けがないものは受験受付できません。

②病院政策課へ直接持参し申し込む場合 

 上記必要書類を、岐阜市民病院2階の病院政策課まで持参してください。 

その場で「受験票」を交付します。 

※申し込みは原則、郵送でお願いします。

申込受付

期間 

２０１９年４月２日（火）～４月２２日（月） ※２０１９年５月１８日実施分 

２０１９年４月２日（火）～５月１０日（金） ※２０１９年６月 ８日実施分 

２０１９年６月１７日（月）～７月３日（水） ※２０１９年７月１３日実施分 

２０１９年７月１６日（火）～７月２９日（月）※２０１９年８月 ９日実施分 

平日午前８時３０分から午後５時１５分まで 

（郵送の場合、最終申込受付期日の病院政策課到着分まで受け付けます。） 

それぞれに必要事項を記入し、受験票申込書Ⅱ

及び受験票については、切り取り線に沿って丁寧

に切り離してください。（なお、受験票には、申

込時に写真を添付する必要はありません。） 



４ 試験の日時、会場及び合格者発表 

日 時 試 験 会 場 合格者発表 

２０１９年 ５月１８日（土） 

午前８時３０分受付開始 

午前９時開始 

午後１時終了予定 

※終了時刻は応募状況によって変更に

なります。

岐阜市民病院 

（岐阜市鹿島町７丁目１番地） 

２０１９年６月中旬（予定）
受験者全員に結果を郵送で通知し

ます。 

２０１９年 ６月 ８日（土） 

午前８時３０分受付開始 

午前９時開始 

午後１時終了予定 

※終了時刻は応募状況によって変更に

なります。

２０１９年７月上旬（予定）
受験者全員に結果を郵送で通知し

ます。

２０１９年 ７月１３日（土） 

午前８時３０分受付開始 

午前９時開始 

午後１時終了予定 

※終了時刻は応募状況によって変更に

なります。

２０１９年８月上旬（予定）
受験者全員に結果を郵送で通知し

ます。

２０１９年 ８月 ９日（金） 

午前９時３０分受付開始 

午前１０時開始 

午後１時終了予定 

※終了時刻は応募状況によって変更に

なります。

２０１９年９月上旬（予定）
受験者全員に結果を郵送で通知し

ます。

・募集定員に達した場合は、第３回以降の試験は中止となる場合があります。 

・各試験の合格者の受験番号は、岐阜市ホームページにも掲載します。 

※試験受験時の注意事項 
◎試験会場には駐車できません。また、試験会場周辺への駐停車は付近の住民の方の迷惑となり

ますので、自家用車の使用は禁止します。（公共交通機関をご利用ください。）

◎携帯電話の使用は禁止します。（時計代わりとしての使用も認められません。） 

５ 試験の方法 

試験科目 内 容 

適性検査 

（30題50分） 
助産師、看護師としての適応性を判定する択一式の適性検査を行います。 

口述試験 人物等について個別面接による試験を行います。 

６  合格から採用まで、その他 
（１）この試験の最終合格者は、岐阜市病院事業の企業職員採用候補者名簿に登載され、そのうちから成績順

に採用者が決定されます。したがって、採用候補者名簿に登載された者がすべて採用されるとは限りませ

ん。 

（２）採用予定時期は、原則として２０２０年４月１日ですが、当該資格免許を有する人については２０２０

年４月１日以前に採用される場合があります。 

（３）試験受験時に必要とされる免許を取得見込みの方については、２０１９年度に実施される国家試験で当

該免許を取得できなかった場合、採用されません。 



７  給与・手当等 
 平成31年4月に新規採用された場合の初任給は、助産師大学卒213,500円、看護師短大３年制卒 

208,100円です。勤務状況に応じて、超過勤務手当、夜勤手当、夜間看護手当等が支給されます。 

なお、新卒採用後、5年後及び10年後のモデルケースの給与等の額は、下記の表のとおりです。 

①初任給 

  給与 手当※ 合計 

助産師 213,500円 48,000円 261,500円 

看護師 208,100円 47,000円 255,100円 

②5年後      

  給与 手当※ 合計 

助産師 242,800円 52,000円 294,800円

看護師 237,800円 51,000円 288,800円

③10年後      

  給与 手当※ 合計 

助産師 276,200円 57,000円 333,200円

看護師 270,100円 56,000円 326,100円

※手当には、超過勤務手当、夜勤手当、夜間看護手当（準夜勤2回、深夜勤2回）等を含みます。 

このほかに、期末手当、勤勉手当、扶養手当、通勤手当、住居手当等が支給要件に応じて支給され

ます。

８  試験結果の提供 
受験者のうち試験の不合格者の方のみ、試験結果が発表された日から１年間、試験結果について、岐阜

市個人情報保護条例の規定に基づき、開示を請求することができます。開示を希望する場合は、運転免許

証等本人であることを確認できる物を必ず持参の上、岐阜市民病院事務局病院政策課までお越しください。

（電話・郵便等による問い合わせには応じられません。） 

なお、お知らせする試験結果の内容は、「総合得点」と「順位」です。 

９ 岐阜市民病院のご案内など 
     岐阜市民病院では、助産師・看護師免許をお持ちの方を対象に随時病院見学会を開催しております。 

日時等は個別に設定いたしますので、お気軽に希望日をお知らせください。



試 験 会 場 案 内 図 

【試験会場】 

岐阜市民病院  （岐阜市鹿島町７丁目１番地  ℡058-251-1101） 

【交通案内】 

ＪＲ岐阜駅、又は名鉄岐阜駅から 岐阜バス 

岐阜高富線「西鏡島」行き 「市民病院前」下車 

美江寺穂積線「巣南庁舎」行き 「市民病院前」下車 

北方円鏡寺線「芝原６丁目」行き 「市民病院前」下車 

《試験についての問い合わせ先》

岐阜市民病院 事務局 病院政策課

   〒500-8513  岐阜市鹿島町7丁目1番地   

          （岐阜市民病院2階） 

 ℡058-251-1101（内線4305）  E-mail  byoin-sei@city.gifu.gifu.jp


