
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

～患者さんとそのご家族のことを第一に考えることのできる  

心温かな看護サービスのできる人をお待ちしています～  

 

試 験 日 採 用 日 受付期間 

第1回 
令和 4年 5月15日(日) 

予備日：令和4年5月14日（土） 
令和 4年 7月 1日 令和 4年 4月 1日(金)～ 5月 6日(金) 

第2回 令和 4年 6月12日(日) 令和 4年 8月 1日 令和 4年 5月23日(月)～ 6月 3日(金) 

第3回 令和 4年 7月10日(日) 令和 4年 9月 1日 令和 4年 6月20日(月)～ 7月 1日(金) 

第4回 令和 4年 9月 4日(日) 令和 4年 11月 1日 令和 4年 7月19日(火)～ 8月26日(金) 

第5回 令和 4年11月13日(日) 
令和 5年  1月 1日 

※2月1日以降も応相談 
令和 4年10月 3日(月)～11月 4日(金) 

第6回 令和 5年 1月15日(日) 
令和 5年  3月 1日 

※4月1日も応相談 

令和 4年11月21日(月) 

        ～ 令和5年1月6日(金) 

第7回 令和 5年 2月19日(日) 令和 5年  4月 1日 令和 5年 1月23日(月)～ 2月10日(金) 

 

 

※募集定員に達したときは、それ以降の採用試験を行わない場合があります。 

※試験日程・採用日のご都合が悪い方は別途日程調整をさせていただきます。 

 

 

 

 

 

 

 

西宮市立中央病院 

看護師募集要項（正規職員） 

   
受付場所・お問い合わせ先 

西宮市立中央病院 人事給与課（３階） 

〒663-8014    西宮市林田町８番 24 号 

Tel：0798-64-1515（内線 656）  Fax：0798-67-4811 

http://www.hospital-nishinomiya.jp/nurse/index.html 

 

令和 4 年(2022 年)度実施（中途・経験者） 

http://www.hospital-nishinomiya.jp/nurse/index.html


１ 採用予定人員・受験資格 

採用予定人員  若干名  
受 験 資 格   昭和 52 年（1977 年）4 月 2 日以降に出生した人で、看護師免許所持者 

※地方公務員法第 16 条（欠格条項）に該当する人は受験できません。 

 

２ 受験手続 

提出書類 

(1)西宮市立中央病院職員採用試験申込書①・②（所定用紙、写真を貼付のこと） 

(2)看護師免許証の写し（再交付申請中等の場合は、その旨がわかるもの） 

 

受付場所   西宮市立中央病院 人事給与課（３階） 

〒663-8014    西宮市林田町８番 24 号 

Tel：0798-64-1515 内線 656 

受付期間   申込受付期間は１ページ目に記載のとおりになります。 

 

・午前８時 30 分～午後５時（ただし、土・日・祝を除く。時間外は受付できません。） 

   ・郵送による受験申込みに際しては、封筒の表に「採用試験申込」と朱書きし、できる 

だけ特定記録又は簡易書留により送付してください。なお、郵送による受験申込み 

は、上記期間内に必着のこと。郵便事故等により、期間内に受付できない場合につい 

ても、一切責任を負いません。 

・受験資格がないこと又は申込記載事項に虚偽がある等の不正があることが判明したときは

合格を取り消します。 

・採用試験申込にあたり提出していただく個人情報については、西宮市個人情報保護条例に

より保護され、採用試験以外の目的で利用されることはありません。 

・受験に際しての提出書類は返却しません。 

 

３ 採用試験 

試験日時   試験日は１ページ目に記載のとおり。原則として午前 9 時より受験番号順に行いま

す。個別の集合時間は受験票にてご案内します。 

※試験日の 3 日前までに受験票が到着しない場合は、ご連絡ください。  
※試験日・試験時間のご都合が悪い方は別途調整しますのでご相談ください。  

集合場所   西宮市立中央病院 3 階 

試験内容   面接試験（志望動機等について） 

持 ち 物   受験票、筆記用具（ボールペン）  
 

４ 採 用 

合格者は、１ページ目の試験日に対応した採用日付けで採用し、中央病院看護部に配属する 

予定です。 

    ※採用日のご都合が悪い方は面接試験時等に申し出てください。別途調整します。 

 
 

 

 

 

 



５ 結果発表 

試験結果の発表時期・通知等  

 試験日の約 10 日後に合格者の受験番号を市ホームページ及び西宮市立中央病院のホーム 

ページに掲載します。 

合格者（補欠と決定された者も含む）に対しては文書で通知をしますが、不合格者に対しては、

文書での通知は行いません。なお、文書は採用試験申込書記載の住所あてに郵送します。 

試験結果の開示（合格者に対しては開示しません。） 

 得点及び順位については、合格発表の日から１ヶ月間、受験者本人に限り開示請求をすること 

ができます。試験結果の開示を希望される方は、宛先、受験番号を明記した長 3 号の返信用封筒 

（84 円分の切手貼付）と受験票を人事給与課へ提出してください。なお、郵送で提出される場合 

は、送付用の封筒に「試験結果開示請求」と明記しておいてください。 

 

６ 待 遇 

基本給（給料及び地域手当） 

  ２３４，２５５円～３７２，８３０円 

諸手当 

     夜間勤務手当、夜間看護手当、扶養手当、通勤手当、住居手当、期末勤勉手当(令和３年度

実績で 4.45 ヶ月)等をそれぞれの規定に基づいて支給します。 

（給与月額例）※下線部分は、基本給に夜間勤務手当・夜間看護手当（準夜勤・深夜勤４回ずつ）・時間外勤務手当を 

含んだ金額です。 

  ２１歳：２８５，１２２円＋諸手当（扶養・通勤・住居手当等） 

  ２５歳：３０２，９１４円＋諸手当（扶養・通勤・住居手当等） 

  ３０歳：３４２，５３４円＋諸手当（扶養・通勤・住居手当等） 

  ４０歳：４１１，１７８円＋諸手当（扶養・通勤・住居手当等） 

  ※上記給与月額例は看護学校 (3 年制 )卒業後、すぐに当院に採用された方が上記年齢まで看護師としてフル  
タイム勤務した場合の例です。 

  ※基本給月額及び諸手当は令和 4 年 1 月 1 日現在の額。  

経歴、給与改定等により異なる場合があります。 

 

７ 勤務条件・福利厚生等 

勤 務      ３交代制勤務（8:15～16:45、16:15～0:45、0:25～8:55）又は、 

２交代制勤務（8:15～16:45、8：15～20：15、19：45～9：00）となります。 

７対１看護体制です（令和 4 年 1 月 1 日現在）。 

休 暇 等      年次有給休暇は、1 年度に 21 日あります（前年繰越も含め最大 42 日）。 

その他、夏季休暇（令和 3 年度実績で 7～9 月の間に 7 日間取得可）、結婚休暇、 

産前産後休暇・育児休業、忌服休暇、子の看護のための休暇等があります。 

福利厚生      職務に専念できる環境を整えることを目的に「看護師等住宅」を設置しています。 

○貸与期間 入居日から５年間 

○入居料  19,000 円（月額） 

※電気、ガス、水道・下水道、電話等の使用料は入居者負担です。 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

受付場所・試験会場（西宮市立中央病院：西宮市林田町 8-24）          

 
    ・路線図                ・病院周辺図 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※ 阪急電鉄西宮北口駅から今津線（北方向に）乗り換え、門戸厄神駅下車、徒歩約１０分  
 

 

 

 
 
 

当院のことを理解していただくために、病院見学会を随時実施しています。 

ご希望の方は以下のとおりお申込みください。 

 

申込方法  中央病院看護部ホームページの病院見学・インターンシップの 

お申込みフォームよりお申し込みください。 

お申し込み後、登録いただいたメールアドレスへ看護部から確 

認メールをお送りしますので、ご確認ください。 

 

Tel：０７９８－６４－１５１５（看護部） 

E-mail：miyatan2525@nishi.or.jp 

病院見学  

スーパー 

１７１

中央病院  

 門戸厄神駅 

西宮市立
中央病院

mailto:miyatan2525@nishi.or.jp

