
令和元年度 御坊市外五ヶ町病院経営事務組合 

会計年度任用職員（フルタイム・パートタイム）採用試験 受験案内 

 

御坊市外五ヶ町病院経営事務組合の非常勤職員は、令和 2 年 4 月 1 日より「会計年度任

用職員」に移行します。このことに伴い、新たに会計年度任用職員を募集します。 

 

 

申込期間 

 

令和 2年 1月１０日（金）～ 1月 24日（金）17時（必着） 

 

提出書類 

 

所定の「受験申込書」に必要事項を記入し、受験資格に免許資格が記載さ

れている職種は「資格証の写し」を添付して申し込みしてください。 

 

一次試験 

 

筆記試験 

 

二次試験 

 

面接試験 

 

募集職種 

 

下記に記載している「１ 試験区分、採用予定者数、受験資格及び職務内

容」又は、応募要件等一覧（Ａ３用紙）を参照してください。 

 

１ 試験区分、採用予定者数、受験資格及び職務内容 

 １）フルタイム会計年度任用職員 

試験区分 
採  用 

予定者数 
受験資格 職務内容 

事務員 A 

（医師事務作業補助者） 
１０名  

医師事務作業補助者の資

格取得者または医療事務

の経験者 

医師事務作業補助業務、医

師の指示に基づく事務作

業・クラーク業務（日々オ

ーダー「診療、検査等」の

実施入力の確認・代行入力 

事務員 B 

（医事業務【入院業務】） 
 ７名  

入院係事務業務（DPC 含

む）経験者または医療事務

の経験者 

入院係事務業務（DPC・精

神科等の入院費の計算・請

求業務、レセプト作成事

務、その他医事事務業務） 

事務員 C 

（医事業務【外来及び受付業務】） 
 ３名  

医科・歯科を問わず、医療

事務の経験者（受付等含

む） 

医事に関わる事務全般・外

来の受付・電話応対・保険

請求業務・医事会計及び保

険に係る（確認・データー

の入力）・医事文書の取扱

事務・レセプト業務・健診

業務など 

 

看護補助者 A 

 

２５名程度  なし 病棟にて看護補助業務 



２）パートタイム会計年度任用職員 

試験区分 
採  用 

予定者数 
受験資格 職務内容 

 

薬剤師 

 

１名  薬剤師免許取得者 薬務業務兼調剤業務 

 

非薬剤師 

 

各１名  なし 
１）薬剤事務兼調剤業務助手 

２）薬剤部助手 

 

助産師、看護師、准看護師 

 

３０名程度  
助産師、看護師、准看護師

免許取得者 
外来等にて看護業務 

 

歯科衛生士 

 

１名 歯科衛生士免許取得者 歯科衛生業務 

 

精神保健福祉士 

 

１名  
精神保健福祉士免許取得

者 
精神科にて精神保健福祉業務 

あん摩マッサージ指圧師 １名 
運動療法機能訓練技能講

習会受講者 

外来物理療法及びセラピスト

補助等 

事務員 D 

（医事業務【入院業務】） 
１名  

入院係事務業務（DPC 含

む）経験者または医療事務

の経験者 

入院係事務業務（DPC・精神

科等の入院費の計算・請求業

務、レセプト作成事務、その

他医事事務業務） 

事務員 E 

（医事業務【外来及び受付業

務】又は医療技術部門における

事務及び補助業務等） 

３５名程度  

医科・歯科を問わず、医療

事務の経験者（受付等含

む）が望ましい 

 

１）医事に関わる事務全般・

外来の受付・電話応対・保険

請求業務・医事会計及び保険

に係る（確認・データーの入

力）・医事文書の取扱事務・レ

セプト業務・健診業務など 

２）医療技術部門における事

務、受付及び補助業務など 

事務員Ｆ 

（医師事務作業補助者） 
１０名  

医師事務作業補助者の資

格取得者または医療事務

の経験者 

医師事務作業補助業務、医師

の指示に基づく事務作業・ク

ラーク業務（日々オーダー「診

療、検査等」の実施入力の確

認・代行入力 

看護補助者 B ３０名程度  なし 
病棟または外来等にて看護補

助業務 

 

滅菌助手 

 

１名 なし 滅菌技士の業務補助 

助手 ２名 なし 

リハビリテーション科、精神

リハビリテーション科等の業

務補助、患者対応等 

事務員 G（一般事務等） ８名程度  なし 
事務部門にて一般事務及び補

助業務 

【注】受験資格に年齢の上限はありません。 

   採用後、異動により職務内容が変更となることがあります。 



《受験ができない人》 

○地方公務員法第 16条の規定により次のいずれかに該当する人 

 ・禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの人又はその執行を受けることがなくなるまでの人 

 ・ひだか病院職員として懲戒免職の処分を受け、その処分の日から 2年を経過していない人 

 ・人事委員会又は公平委員会の委員の職にあって、地方公務員法第 60条から第 63条までに規定する罪 

を犯し刑に処せられた人 

 ・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 

 （注）日本国籍を有しない人で就労が制限されている在留資格の人は採用されません。 

 

２ 受付期間 令和 2年 1月１０日（金）～ 1月 24日（金）17時（必着） 

 

３ 受験申込手続 

 １）提出書類  所定の受験申込書 

２）申 込 先  ひだか病院庶務課（〒644－8655 御坊市薗 116番地 2） 

・持参による申し込みの場合は、土曜日、日曜日及び祝日を除く 8時 30分から 17時 15分の 

間に直接、ひだか病院庶務課へおいでください。 

 ・郵送による申し込みの場合は、特定記録または簡易書留で、封筒の表に朱書きで「会計年度任 

用職員受験申込」と記載してください。 

 ３）注意事項 

 ・所定の受験申込書は、ひだか病院ホームページよりダウンロードしてください。 

・受験申込書がダウンロードできない場合は郵送します。郵送を希望の場合は、返信用封筒に返 

信先を記載し切手を貼付したものを同封のうえ、ひだか病院庶務課あてに請求してください。 

その際、封筒の表面に「受験申込書請求」と記載してください。 

 ・受験申込時の記入事項に不備がある場合は、申し込みを受け付けできない場合があります。受 

験申込手続きには十分注意してください。また、このために生じた申し込みの遅延については 

一切責任を負いませんので、時間に余裕をもって申し込んでください。 

 

４ 試験日、会場、種目、内容 

試験日 会場 種目 内容 

一次 

試験 

 
令和 2年 

2月 1日（土） 
① ０９時３０分 
② １１時００分 

日高看護 

専門学校 
筆記試験 

 
基礎的な能力として、
国語能力と数的処理能
力をみる試験 
（60分） 
 

二次 

試験 

 
令和 2年 

2月 24日（月・祝） 
※一次試験通過者のみに別
途日程等を通知します 
 

ひだか病院 面接試験 

 
個別又は集団面接によ
る口述試験 
 

 



５ 合格者の発表 

発表時期 発表の方法 

一次試験：令和 2年 2月中旬（予定） 

 

二次試験：令和 2年 3月上旬（予定） 

病院ホームページまたは病院正面玄関前の掲

示板で受験番号を公表 

二次試験の合格者には別途通知します。 

６ 合格者の採用 

 １）採用日 

  合格者の採用日は、令和 2年 4月 1日となります。 

  なお、受験申込書の記入事項等に虚偽等があった場合、合格を取り消す場合があります。 

 ２）勤務条件等 

各種条件 内容 

任用根拠 地方公務員法第 22条の 2 第 1項 

任用期間 令和 2年 4月 1日から令和 3年 3月 31日まで（予定） 

※採用は全て条件付きで、原則として採用から 1ヶ月間を良好な成績で勤務した
ときに初めて正式採用となります。再度任用した場合も同様です。 
※勤務成績が良好な場合に限り、再度任用する場合があります。ただし、職制若
しくは定数の改廃又は予算の減少により職そのものが廃止になるときは、再度の
任用はありません。 

手当等 期末手当（6月､12月に支給） 

但し、週の勤務時間が 15 時間 30分以上の方が対象です。 

※上記の他、通勤手当、時間外勤務手当等が規定に基づき支給されます。 

 （パートタイム会計年度任用職員は費用弁償として支給） 

勤務時間 別紙のとおり 

休日等 土、日、祝祭日、年末年始等 ※職種によってはこの限りではありません。 

休暇制度 年次有給休暇、特別休暇、育児休業等があります。 

福利厚生 健康保険（協会けんぽ）、厚生年金保険、雇用保険等 

※一定の要件を満たす場合に加入します。 

※フルタイム勤務が継続して 12 ヶ月を超えた場合は和歌山県市町村職員共済組

合に加入します。 

服務 地方公務員法の「分限・懲戒」及び「服務」の規定が適用されます。 

○フルタイム会計年度任用職員は、兼業を行うことができません。 

○パートタイム会計年度任用職員は、営利企業への従事（兼業）を行うことが

できます。ただし、以下の場合は認められませんのでご留意ください。 

・兼業を行うことによって職務の遂行に支障を来すおそれがある場合 
・兼業を行うことによって職務の公正を確保できなくなるおそれがある場合 
・兼業を行うことによって御坊市外五ヶ町病院経営事務組合の信用を損なうおそ
れがある場合 

７ 個人情報の取扱い 

 今回の採用試験の実施に際して取得した個人情報は、採用試験及び採用に関する事務以外の目的

では使用しません。また、申込書類は返却しませんので、予めご了承ください。 

８ 問い合わせ 

 ひだか病院 庶務課 

  住所：御坊市薗 116番地 2  電話：0738－22－1111（代表） 


