２０１９年度実施

伊那中央行政組合職員採用試験受験案内
（２０２０年４月１日付新規採用職員）

（薬剤師）
（診療放射線技師）
（臨床検査技師）
（理学療法士）
（作業療法士）
（言語聴覚士）
（臨床工学技士）

伊那中央行政組合

〒３９６－８５５５
長野県伊那市小四郎久保１３１３番地１（伊那中央病院内）
電話 ０２６５（７２）３１２１
内線 ８２１４
☆この試験の実施に際して収集した個人情報は、この採用試験のために必要な範囲でのみ使用します。

１ 募集職種、区分、受験資格
職 種
区 分
受
験
資
格
１９８９年（昭和６４年・平成元年）４月２日以降に生まれた人で、
薬
剤
師 上 級 薬剤師の免許を有する人、または２０２０年３月までに行われる国
家試験により同免許取得見込みの人
１９８９年（昭和６４年・平成元年）４月２日以降に生まれた人で、
診療放射線技師
診療放射線技師の免許を有する人、または２０２０年３月ま
でに行われる国家試験により同免許取得見込みの人
１９８９年（昭和６４年・平成元年）４月２日以降に生まれた人で、
臨床検査技師
臨床検査技師の免許を有する人、または２０２０年３月まで
に行われる国家試験により同免許取得見込みの人
１９８９年（昭和６４年・平成元年）４月２日以降に生まれた人で、
理学療法士
理学療法士の免許を有する人、または２０２０年３月までに
行われる国家試験により同免許取得見込みの人
中 級
１９８９年（昭和６４年・平成元年）４月２日以降に生まれた人で、
作業療法士
作業療法士の免許を有する人、または２０２０年３月までに
行われる国家試験により同免許取得見込みの人
１９８９年（昭和６４年・平成元年）４月２日以降に生まれた人で、
言語聴覚士
言語聴覚士の免許を有する人、または２０２０年３月までに
行われる国家試験により同免許取得見込みの人
１９８９年（昭和６４年・平成元年）４月２日以降に生まれた人で、
臨床工学技士
臨床工学技士の免許を有する人、または２０２０年３月まで
に行われる国家試験により同免許取得見込みの人

2020.4.1
30 歳まで

30 歳まで

30 歳まで

30 歳まで

30 歳まで

30 歳まで

30 歳まで

○住所制限はありませんが、通勤時間の負担軽減による職員の安全管理、緊急時の参集等の観点から、
伊那中央行政組合の組織市町村である伊那市、箕輪町、南箕輪村への住所登録が望ましいです。
○全職種において、公的機関に在職中の人が受験する場合は、２０２０年３月３０日までに退職してい
ることを条件とします。
○地方公務員法に規定する欠格条項に該当する人は、受験できません。（以下はその内容です。）
・成年被後見人又は被保佐人
・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
・伊那中央行政組合又は伊那市、箕輪町、南箕輪村の職員とし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
・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
２ 採用予定人員
薬剤師：３人程度
診療放射線技師：１人程度
臨床検査技師：１人程度
理学療法士：１人程度
作業療法士：１人程度
言語聴覚士：１人程度
臨床工学技士：１人程度
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３ 試験及び審査の方法
試験の区分

試験種目
専門試験 (1 時間)

薬剤業務に係る一般知識

個人面接試験

職務執行に関する一般知識、及び性向につ
いての面接

薬剤師

第
一
次

診療放射線技師、臨床検査技
師、理学療法士、作業療法士、 教養試験 (2 時間)
言語聴覚士、
臨床工学技士共通

短大卒業程度の社会、人文及び自然に関す
る一般知識、並びに文章理解、判断推理、
数的処理及び資料解釈に関する一般知能

適正検査（10 分程度）

職業人としての社会生活を送るのに必要
な適応性を性格の面からみるもの
※スマートフォン、パソコンなどの情報機
器を使って、事前に受けていただきます。

職種別グループ討議
（1 時間程度）

社会性、協調性、指導性、積極性等につい
て、職種別グループによる討議及びグ
ループ面接
職務執行に関する一般知識、及び性向につ
いて面接

試
験

試験・検査内容

全職種共通

第
二
次
試
験

第1 次試験合格者
（薬剤師を除く）

個人面接試験

身

体

検

査

通常の職務遂行に必要な健康度について、医療機関診断に基づ
く検査（最終試験合格者、３か月以内のもので様式指定）

資

格

審

査

受験資格の有無及び申込記載事項の真否についての調査

※試験種目等は、応募状況等により変更する場合があります。
※健康診断書の提出は、最終試験合格者に対して文書により直接依頼します。
４ 試験の日時及び場所
〔薬剤師〕
第１回
２０１９年４月２０日（土） 講堂・会議室
第２回
２０１９年６月１日（土） 講堂・会議室
第３回
２０１９年７月６日（土） 講堂・会議室
受付

８時５０分から９時１５分まで 玄関ホール（１階）

試験日程（第１回）
専門試験
９時３０分から１０時３０分まで
グループ討議
１０時４５分から１１時４５分まで
面接試験
１３時から（予定）
※他職種の試験の都合上、面接試験の開始時間が未定ですので、昼食のご用意をお願いします
（院内にレストラン、売店もございます。）
※第２回以降の試験日程は、採用状況等に応じて計画します。
※奨学金制度がございます。
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〔診療放射線技師・臨床検査技師・理学療法士・作業療法士・言語聴覚士・臨床工学技士〕
(1)第１次試験
２０１９年６月１日（土） 講堂ほか
受付・場所 ７時５０分から８時１５分まで 玄関ホール（１階）
試験日程
教養試験
８時３０分から１０時３０分まで
グループ討議
１０時４５分から１１時４５分まで
※昼食休憩はとらずに全日程を行いますので、昼食のご用意は必要ありません。
(2) 第２次試験
２０１９年７月６日（土）
※詳細は、第１次試験の合格者に、文書により直接通知します。
５ 合格者の発表
〔薬剤師〕
第１回
２０１９年４月下旬（予定）
第２回
２０１９年６月中旬（予定）
第３回
２０１９年７月中旬（予定）
〔診療放射線技師・臨床検査技師・理学療法士・作業療法士・言語聴覚士・臨床工学技士〕
第１次試験
２０１９年６月中旬（予定）
第２次試験
２０１９年７月中旬（予定）
６ 採 用
最終合格者の採用は、２０２０年４月１日付となります。ただし、受験資格の条件となっている
免許が、採用日までに取得できない場合には採用できません。また、受験申込書記載事項が正し
くないことが明らかになった場合や面接において虚偽の発言があった場合は、任用される資格を
失うことがあります。
７ 受験手続
(1) 提出書類
ア 職員採用試験申込書（履歴書）〔自筆・写真貼付・指定様式〕（ホームページからダウンロー
ドする場合、厚めの上質紙を使用し、表・裏の両面印刷としてください。）
イ 職員採用試験面接カード〔自筆・指定様式〕
ウ 免許証明書（認定証、資格登録証明書）又は免許証（認定証、資格登録証明書）の写し
※各職種の免許を取得見込みの方は該当ありません。
エ 成績証明書（６年制大学、４年制大学、短期大学、専門学校等を卒業見込みの方）
※各職種の免許を取得し、医療機関等で勤務経験のある方は必要ありません。
(2) 受付期間
〔薬剤師〕
第１回
２０１９年２月７日（木）から２０１９年３月２９日（金）まで
※土・日曜日、祝日を除き、８時３０分から１７時１５分まで受け付けます。
※郵送の場合は、３月３１日（日）消印有効
※申込書を郵送により提出する場合は、宛先明記のうえ、８２円切手を貼った長３サイズの返
信用封筒を同封してください。
第２回
２０１９年５月１日（水）から２０１９年５月１７日（金）まで
※土・日曜日、祝日を除き、８時３０分から１７時１５分まで受け付けます。
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※郵送の場合は、５月１９日（日）消印有効
※申込書を郵送により提出する場合は、宛先明記のうえ、８２円切手を貼った長３サイズの返
信用封筒を同封してください。
第３回
２０１９年６月１０日（月）から２０１９年６月２１日（金）まで
※土・日曜日、祝日を除き、８時３０分から１７時１５分まで受け付けます。
※郵送の場合は、６月２３日（日）消印有効
※申込書を郵送により提出する場合は、宛先明記のうえ、８２円切手を貼った長３サイズの返
信用封筒を同封してください。
〔診療放射線技師・臨床検査技師・理学療法士・作業療法士・言語聴覚士・臨床工学技士〕
２０１９年２月７日（木）から２０１９年５月１７日（金）まで
※土・日曜日、祝日を除き、８時３０分から１７時１５分まで受け付けます。
※郵送の場合は、５月１９日（日）消印有効
※申込書を郵送により提出する場合は、宛先明記のうえ、８２円切手を貼った長３サイズの返
信用封筒を同封してください。
(3) 申込書の提出先
伊那中央病院 総務課 職員係
〒３９６－８５５５ 伊那市小四郎久保１３１３番地１（伊那中央病院内）
※封筒に『職員採用試験申込書類在中』と赤字で記入してください。
８ 受験票の交付
申込書を受理した際に交付しますので、試験当日は必ず持参してください。
申し込み受理後の試験区分の変更はできません。
９ その他
この試験について不明な点は、伊那中央病院 総務課 職員係までお問い合わせください。
電話 ０２６５（７２）３１２１【伊那中央病院代表】 内線 ８２１４
【参考事項】
１ 勤務予定場所及び給料等
(1) 初任給 国家公務員の初任給基準に準じる額を支給します。
参考（２０１９年１月１日現在）
区
分
勤務予定場所
初 任 給 月 額 （ 円 ）
薬

剤

師

２２６，８００円～（大学６年）

診療放射線技師
臨床検査技師
１９３，２００円～（短大３年）
伊那中央病院
理学療法士
作業療法士
１９９，４００円～（大学４年）
言語聴覚士
臨床工学技士
※ 資格取得後に職歴がある場合は、上記金額に加算されます。
(2) その他の手当

扶養手当、地域手当、通勤手当、住居手当、期末手当、勤勉手当、特殊勤務
手当、寒冷地手当などを該当者に支給します。
-4-

２ 休暇等
(1) 年次休暇
(2) 療養休暇
(3) 特別休暇
(4) その他

年２０日以内
負傷又は疾病等の事由の場合に与えられます。
結婚、忌引、夏季休暇、産前・産後休暇、看護休暇、公民権の行使などの場合に
与えられます。
育児休業制度あり

３ 共済制度等
医療、年金、公務災害補償、福利厚生事業等の制度があります。
院内保育所、病児・病後児保育施設があります。
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