
令和 5 年度 鹿児島市立病院 会計年度任用職員（医療技術系職員）募集要項 

 

１ 募集職種・応募資格等 

 

※「応募資格」の各種免許・資格は令和５年度当初までに取得見込みの方も可 

No. 募集職種 募集人数 主な業務内容 応募資格 勤務日・勤務時間
募集部署

応募書類送付先

1 薬剤師
(1)フルタイム　　1人程度
(2)パートタイム　2人程度

薬剤師業務
（病院内の薬剤業務全

般）

薬剤師免許
を有する者

(1) フルタイム

　月～金曜日　8：30～17：15
　（週38時間45分）

(2)パートタイム
　 週33時間45分の範囲内で
　所属長が定める

薬剤部

管理栄養士業務
（給食管理、栄養管
理、チーム医療 等）

(1)フルタイム
　4週8休シフト制

　Ａ  8:30～17:15
　Ｂ 10:00～18:45
　（週38時間45分）

(2)パートタイム
　4週8休シフト制

　Ａ  7:30～15:15
　Ｂ  8:30～16:15
　Ｃ  9:30～17:15

　Ｄ 11:00～18:45
　（週33時間45分以内）

管理栄養士業務
（調乳 等）

(2)パートタイム
　4週8休シフト制

　Ａ 7:30～15:15
　Ｂ 8:30～16:15
　Ｃ 9:30～17:15

　（週33時間45分以内）

3 栄養士 (2)パートタイム　1人程度
栄養士業務
（調乳）

栄養士免許
を有する者

(2)パートタイム

　4週8休シフト制
　Ａ 7:30～15:15
　Ｂ 8:30～16:15

　Ｃ 9:30～17:15
　（週33時間45分以内）

　4週8休シフト制
　 8:00～12:00
　（週20時間以内）

4 言語聴覚士 (2)パートタイム　1人程度

言語・聴覚に関する検

査及びリハビリテー
ション（人工内耳調整
等）

言語聴覚士免許
を有する者

(2)パートタイム

　月～金曜日
　8:30～16:15
　（週33時間45分）

（勤務部署）

耳鼻咽喉科
（提出先）

総務課職員係

5 臨床工学技士 (2)パートタイム　4人程度
生命維持管理装置の操
作及び医療機器の保守
点検業務

臨床工学技士
免許を有する者

(2)パートタイム
　月～金曜日
　Ａ 8:30～16:15

　Ｂ 9:30～17:15
　（週33時間45分）
  ※月4回程度の宿日直業務あり

　・宿直17:15～翌8:30
　・日直8:30～17:15(土日祝)

臨床工学科

6 臨床心理士
(1)フルタイム　　1人程度
(2)パートタイム　3人程度

心理療法等実施及び
患者ケア

公認心理師免許
を有する者

(1)フルタイム

(2)パートタイム
　月～金曜日の
　8:30～17:00のうち、

　週30時間00分以下で
　所属長が定める日及び時間

（勤務部署）
精神科

（提出先）

総務課職員係

7 (2)パートタイム　4人程度

臨床検査業務（検体検
査全般、心電図、肺機
能、脳波、ABI、新生

児ABRなど）

(2)パートタイム
　月～金曜日
　Ａ 8:00～15:45
　Ｂ 8:30～16:15

　（週33時間45分以内）

臨床検査技術科

8 (2)パートタイム　1人程度
病理検査業務（組織標
本作製、切出し業務、
細胞診業務 等）

(2)パートタイム
　月～金曜日　8:30～16:15
　（週33時間45分以内）

病理診断技術科

9 放射線技師 (1)フルタイム　6人程度 放射線技師業務
放射線技師
免許を有する者

(1) フルタイム
  月～金曜日

　Ａ 8:30～17:15
　Ｂ 6:30～15:15
　（週38時間45分）

 ※月3回程度の宿日直業務あり
　・宿直17:15～翌8:30
　・日直8:30～17:15(土日祝)

放射線技術科

臨床検査技師
臨床検査技師
免許を有する者

2 管理栄養士
(1)フルタイム　　3人程度
(2)パートタイム　6人程度

管理栄養士免許
を有する者

栄養管理科



２ その他応募条件 

応募に必要な資格を有していない場合又は次のいずれか（欠格条項）に該当する場合は、

応募することができません。 

(1) 禁錮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

までの者 

(2) 鹿児島市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者 

(3) 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者 

 

 

３ 勤務条件等 

(1) 勤務場所 

鹿児島市立病院 （鹿児島市上荒田町 37 番 1 号） 

(2) 任用期間 

令和５年４月１日から令和６年３月３１日まで（１年間） 

※採用から１か月間は条件付き採用期間です。 

※年度を超えての更新はありませんが、任期ごとに面接や従前の勤務実績に基づく客観的

な能力実証を行ったうえで、２回までは公募によらず、再度任用されることがあります。 

(3) 休日 

土曜・日曜、祝日、年末年始、年次有給休暇等 

（シフト制勤務の職はこの限りではありません。） 

(4) 給料等 

給料額は、関係条例等に基づき、実務経験や職責等を考慮の上、決定します。（下記の給

与額は令和４年１２月現在の給料表によるものです。給与改定の状況等により変動するこ

とがあります。） 

   

  ※関係条例・規則等が改正された場合は変更される場合があります。 

※その他、期末手当、通勤手当等がそれぞれの支給要件に応じて支給されます。 

  

No.
支給

形態
基礎額 上限額 備考

フルタイム 月額 188,700円 301,300円

パートタイム 時給 1,159円 1,852円

フルタイム 月額 188,700円 208,900円

パートタイム 日額 7,830円 8,660円 （6時間45分あたり）

3 栄養士 時給 1,019円 1,160円

4 月額 158,700円 225,400円 ※週33時間45分の場合

5 日額 7,560円 9,190円 （6時間45分あたり）

フルタイム 月額 182,200円 258,800円

パートタイム 月額 141,100円 200,400円 ※週30時間00分の場合

7,8 日額 7,560円 9,190円 （6時間45分あたり）

9 月額 182,200円 221,500円

2 管理栄養士

言語聴覚士

募集職種

1 薬剤師

臨床工学技士

臨床検査技師

放射線技師

6 臨床心理士



(5) 社会保険等 

勤務形態に応じて厚生年金保険、地方公務員共済（短期給付（健康保険）・福祉事業）、 

雇用保険等に加入します。 

(6) 服務 

地方公務員法に規定する服務に関する規定（守秘義務、信用失墜行為の禁止、職務専念

義務、政治的行為の制限など）が適用されるとともに、非違行為があった場合には懲戒処

分の対象となります。 

 

 

４ 選考方法等 

選考は、書類審査及び面接により行います。 

（面接日時等の詳細については別途お知らせします。） 

 

 

５ 選考結果の発表 

選考結果は、令和５年２月中旬以降に本人に通知します。 

 

 

６ 選考結果の開示 

選考の結果については、鹿児島市個人情報保護条例第２４条第１項の規定により、口頭で

開示を申し出ることができます。 

開示申出ができる人 開示内容 開示期間 開示場所 

不合格者 
総合得点、合格最低

点及び順位 

合否の通知日から 

起算して１か月間 

市立病院 

総務課 

開示申出をする場合は、必ず応募者本人（代理は認めません）が、本人であることを証明す

る書類（運転免許証、旅券等）を持参し、鹿児島市立病院事務局総務課へ直接お越しくださ

い。電話、郵送等による申出では開示できません。 

開示受付は、開示期間内の午前 8 時 30 分から午後 5 時 15 分までです。ただし、土曜日、

日曜日及び祝日は受け付けておりません。 

 

 

７ 応募方法 

(1) 受付期間 

① 受付期間 令和４年１２月２７日（火）から令和５年１月３１日（火）まで 

（※土曜・日曜・祝日は除く） 

② 受付時間 午前 8 時 30 分～午後 5 時 15 分 

※ 郵送の場合は令和５年１月３１日（火）必着 

  



(2) 提出書類 

① 履歴書（様式は問いません。写真添付、職歴・志望職種・志望動機・資格等を明記し

てください。） 

② 資格を証明する書類の写し（応募資格が定められている職のみ） 

※ 提出された書類は、合否結果にかかわらず返却いたしませんので、ご了承ください。 

(3) 提出先 

〒890-8760 鹿児島市上荒田町 37 番 1 号 鹿児島市立病院  

※ 応募する職種ごとに提出先が異なります。「１ 募集職種・応募資格等」表中の提出

先を確認の上、ご提出ください。 

(4) 提出方法 

郵送または持参 

※ 郵送の際は、封筒の表に「〇〇（職種）応募書類在中」と朱書きしてください。 

 

 

８ 問い合わせ先 

 (1) 制度全般に関すること 

   鹿児島市立病院 事務局総務課職員係 

 (2) 業務内容に関すること 

   鹿児島市立病院 各勤務部署 

 

    連絡先（共通） 

〒890-8760 鹿児島市上荒田町 37 番 1 号 

    TEL：099-230-7000（代表） FAX：099-230-7070 

 


