
令和４年度

宮崎県看護師・助産師選考採用試験案内

令 和 ４ 年 ３ 月 １ 日
宮崎県病院局経営管理課

試験日 【試験職種】 試験地 申込期間
試験区分

【宮崎会場】 【看護師／助産師】 宮崎市 4月4日（月）
第1回 6月4日（土） ～4月28日（木）

～6月5日（日） A（新卒者） 東京都 ※必着
※注２ B（経験者） 大阪府

AC1（新卒者・日南地域枠） 福岡県
【県外（東京・大阪・福岡）会場】

BC1（経験者・日南地域枠）
6月11日（土）

AC2（新卒者・延岡地域枠）
BC2（経験者・延岡地域枠）

【看護師／助産師】 8月22日（月）
第2回 10月22日（土） 開催する場合は、試験 宮崎市 ～9月22日（木）
(未定) ～10月23日（日） 区分等を検討し、改め ※必着

て試験案内公示予定
※注４

注１ 第１回及び第２回試験を重複して受験することはできません。

注２ 各回とも、試験日のうちいずれか１日を指定して個別面接を行います。（面接の詳細

な日程は、試験日の１週間前までに文書で連絡します。）

注３ 新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、試験日程等が変更になる場合がある

ほか、面接試験を遠隔地にいる受験者と面接者とがインターネットを介して互いの顔

を見ながら行う面接（以下「WEB面接」という。）で行う場合があります。

注４ 第1回の採用状況等に応じて、第2回開催の有無を検討します。開催する場合は、試験

区分や採用人数等を検討し、改めて試験案内を公示する予定です。（開催しない場合

も、８月中旬までに病院局ホームページ（「宮崎県病院局」で検索）上でお知らせし

ます。）

[問い合わせ先・受験申込先]
〒８８０－８５０１
宮崎市橘通東２丁目１０番１号 宮崎県病院局経営管理課

電話（直通） ０９８５（２６）７０８０
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令和４年度宮崎県看護師・助産師選考採用試験案内

宮崎県病院局経営管理課

１ 採用職種、試験区分、採用予定人員、勤務地及び職務内容

受験申込者を下記の区分により区分けします。各区分の試験日程は、表紙に記載のと

おりです。

(1) 採用職種、試験区分、採用予定人員

採用職種 試験区分 採用予定人員

内、UIJ ターン枠

Ａ（新卒者） ３０名程度 －

一般枠

看護師 Ｂ（経験者） ２０名程度 １０名程度

ＡＣ１（新卒者・日南） ５名程度 －

地域枠

ＢＣ１（経験者・日南） １０名程度 ５名程度

ＡＣ２（新卒者・延岡） 若干名 －

ＢＣ２（経験者・延岡） 若干名 若干名

Ａ（新卒者）

一般枠

助産師 Ｂ（経験者）

５名程度 －

ＡＣ１（新卒者・日南）

地域枠

ＢＣ１（経験者・日南）

ＡＣ２（新卒者・延岡）

ＢＣ２（経験者・延岡）

（注１）同一の職種において、試験区分の併願はできません。

（注２）ただし、看護師免許を有し（取得見込みを含む。）かつ助産師免許を有する

（取得見込みを含む。）者は、看護師選考採用試験と助産師選考採用試験を併

願することができます。

（注３）看護師選考採用試験及び助産師選考採用試験の両方に合格した者は、採用職

種を看護師か助産師のいずれかを選択し、採用されます。
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（注３）職業を有する方は、現在の勤務先を円満に退職できることが、採用の条件と

なります。なお、採用とは、地方公務員法第１５条の２第１項第１号に規定す

る採用をいいます。よって、現に看護師として宮崎県職員（任期に定めのない

正職員）に任用されている方は本試験を受験できませんが、任期に定めのある

会計年度任用職員等は本試験を受験できます。

（注４）選考の結果、同等の能力とみなされた場合は、次に掲げる手帳等の交付を受

けている者を優先して採用します。

① 身体障害者手帳（１級～６級）又は都道府県知事の定める医師（以下「指

定医」という。）若しくは産業医による障害者の雇用の促進等に関する法律

別表に掲げる身体障害を有する旨の診断書・意見書（１級～６級）（心臓、

じん臓、呼吸器、ぼうこう若しくは直腸、小腸、ヒト免疫不全ウイルスによ

る免疫又は肝臓の機能の障害については、指定医によるものに限る。）

② 都道府県知事若しくは政令指定都市市長が交付する療育手帳又は児童相談

所、知的障害者更生相談所、精神保健福祉センター、精神保健指定医若しく

は障害者職業センターによる知的障害者であることの判定書

③ 精神障害者保健福祉手帳

※ 上記手帳等は、受験申込日及び面接試験当日において有効であることが

必要です（面接試験当日に持参していただきます）。

※ 精神障害者保健福祉手帳には有効期限があります。有効期限の更新手続

には時間を要しますので、御注意ください。

（注５）ＵＩＪターン枠の受験資格を有する者を優先して採用します。

(2) 勤務地及び職務内容

採用職種 試験区分 勤務地 職務内容

Ａ、Ｂ 県立宮崎病院、県立日南病院、 左記の勤務地において

看護師 県立延岡病院、県立こども療育 勤務し、看護師業務に従

センター、その他県の機関（以 事します。

下、「県立病院等」という。）

ＡＣ１、ＢＣ１ 県立日南病院

ＡＣ２、ＢＣ２ 県立延岡病院

Ａ、Ｂ 県立病院等 左記の勤務地において

勤務し、専ら助産師業務

助産師 ＡＣ１、ＢＣ１ 県立日南病院 に従事することとになり

ますが、看護師業務に従

ＡＣ２、ＢＣ２ 県立延岡病院 事する場合もあります。

（注１）地域枠（ＡＣ１、ＢＣ１、ＡＣ２、ＢＣ２）の採用者については、管理職等

への昇任や長期研修、組織形態の変更など特別な場合を除き、原則として採用

後の異動はありません。
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２ 受験資格

(1) 年 齢 昭和５４年４月２日以降に生まれた者

※全ての試験区分において共通です。

(2) 免 許

採用職種 試験区分 免 許

Ａ、ＡＣ１、ＡＣ２ 看護師国家試験（令和４年度実施）に合格し、

看護師 当該免許を取得見込みの者

Ｂ、ＢＣ１、ＢＣ２ 看護師免許を有する者

ＵＩＪターン 宮崎県外に所在地を置く医療機関等において、

枠 令和２年４月から試験日までの間を継続して看護

師業務に従事している者

Ａ、ＡＣ１、ＡＣ２ 助産師国家試験（令和４年度実施）に合格し、

助産師 当該免許を取得見込みの者

Ｂ、ＢＣ１、ＢＣ２ 看護師免許を有し、かつ助産師免許を有する者

（注１）免許が取得できない場合には、採用になりません。

（注２）ＵＩＪターン枠における看護師業務経験が複数の場合は通算することがで

きますが、同一期間内に複数の職務に従事した場合は、いずれか一方のみの

職歴に限ります。

職務経験確認のため、最終合格決定後に在職証明書等を提出していただき

ます。

(3) その他

地方公務員法第１６条の次の規定に該当する方は受験できません。

ア 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

イ 宮崎県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

い者

ウ 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
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３ 試験の期日、内容、会場及び合格発表

(1) 試験の期日、内容及び会場

試 験 の 期 日 試 験 会 場

≪面接試験≫ 【宮崎会場】

＜第１回＞ 宮崎県庁 防災庁舎

宮崎会場は、令和4年6月4日(土)から （宮崎市橘通東1-9-18）

6月5日(日)までのいずれか１日 ※県庁の駐車場は使用できません。

県外会場は、6月11日(土) 第１回採用試験に限り、以下の３つの

県外会場でも実施します。

＜第２回＞ 【東京会場】

令和4年10月22日(土)から TKP品川カンファレンスセンター

10月23日（日）までのいずれか１日 （東京都港区高輪3-25-23）

※開催未定（注４）

【大阪会場】

≪総合適性検査≫ TKP大阪梅田駅前ビジネスセンター

申込をいただいた方から順次、イン （大阪市北区堂山町17-13）

ターネット上で総合適性検査を受検し

ていただきます。 【福岡会場】

TKP博多駅筑紫口ビジネスセンター

（福岡市博多区博多駅中央街 4-8）

（注１）受験者の応募状況に応じて決定しますので、日程の変更は受け付けません。

（注２）面接試験の集合時間及び試験会場等の詳細は、提出いただいた返信用封筒に

て試験日の１週間前までに文書で連絡します。

（注３）新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、面接試験を WEB 面接で行
う場合があります。なお、WEB 面接で行う場合は、その方法について個別に
連絡します。

（注４）第１回の採用状況等に応じて、第２回開催の有無を検討します。開催する場

合は、試験区分や採用人数等を検討し、改めて試験案内を公示します。

(2) 総合適性検査の受検方法

ア 申込書が当局に到着後１～２日で、申込書記載のメールアドレス宛てに受検

案内を送付します。申込書を提出した後４日以内にメールが届かない場合は、

「 10 問い合わせ先」まで御連絡ください。

※ メールの受信拒否を設定している場合は、あらかじめ総合適性検査自動送

信メールアドレス（noreply_tc@arorua.net)及び病院局経営管理課のメール

アドレス（keieikanri-hp@pref.miyazaki.lg.jp）を受信できるようにして

おいてください。
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イ 受検案内記載のＵＲＬからＷＥＢに進み、受検してください。なお、総合適

性検査の標準受検時間は６５分程度です。

ウ スマートフォンでの受検には対応していません。必ずＰＣで受検してくださ

い。

エ 総合適性検査の受検可能期限は、それぞれの回の申込書提出期限の３日後ま

でです。時間に余裕をもって受検するためにも、早めの申込書提出をお勧めし

ます。

(3) 合格発表

試験実施後、１か月以内に、受験者全員に合否を文書通知します。

４ 試験種目及び配点

(1) 面接試験及び書類審査（３００点）

個別面接（１５分程度）と申込書類の審査を行います。

(2) 総合適性検査（配点なし）

総合適性検査（ＳＰＩ３）は、受験者の性格特徴やどのような仕事をこなす上で

も共通して求められる汎用的な知的能力を問う質問形式の検査です。検査自体に配

点はありませんが、面接や入職後の人事上の参考にします。この検査は、受験者の

総合的な特徴や能力を把握することを目的としているため、例えば、社交性や言語

能力等の個別の能力が高い結果であったとしても、優位な評価になりません。

必ず受験者本人が受検してください。不正行為が判明した場合には、合格（採用）

を取り消します。

※ ＳＰＩ３は、株式会社リクルートキャリアが提供する適性検査です。

５ 申込方法等

(1) 提出書類（追跡が可能な送付方法（例：簡易書留、レターパック等）又は持参）

ア 申込書 １通（別紙「申込書」を使用すること。本人直筆とし、写真を貼

付すること。メールアドレスを必ず記載すること。）

※ 携帯電話会社のメールアドレス（例：末尾が@docomo.ne.jp、@ezweb.ne.jp 及び＠
softbank.ne.jp）は、文字数制限等により、当局からのメールが届かないことがあ
るため、申込書には、携帯電話会社のメールアドレス以外のメールアドレス（例

：末尾が@gmail.com、@yahoo.co.jp 又は@outlook.jp など）を記入すること。

※ 申込書にメールアドレスを記入する際は、文字や記号が明確に判別できるよ

うに記入すること。
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【判別が困難な文字・記号の例】

「０（数字）」⇔「 o（英小文字）」「６（数字）」⇔「ｂ（英小文字）」
「１（数字）」⇔「ｌ（英小文字）」「９（数字）」⇔「ｑ（英小文字）」

「－（ハイフン）」⇔「 _（アンダーバー）」⇔「 .（ドット）」

イ 面接カード １通（別紙「面接カード」に本人直筆で記入すること。）

ウ 資格免許証の写し

《看護師選考採用試験受験者の場合》

看護師免許証の写し（Ａ４版、白黒） １通

《助産師選考採用試験受験者の場合》

看護師免許証及び助産師免許証の写し（Ａ４版、白黒） １通

《助産師選考採用試験（看護師併願）受験者の場合》

看護師免許証及び助産師免許証の写し（Ａ４版、白黒） １通

※免許を取得見込みの場合は提出不要（別紙「申込書」の「資格・免許」欄

に取得見込み時期を記入すること）。

エ 返信用封筒 １通（定型封筒（長形３号程度）に８４円切手貼付。返信先住所

・氏名を記入すること。）

(2) 申込受付期間

申込受付期間 注意事項

第１回 ４月４日（月） 直接持参の場合の申込受付は、月曜日から

～４月２８日（木） 金曜日までの８時３０分から１７時１５分ま

でです。

第２回 ８月２２日（月） 郵送の場合は、締切日必着となります。

～９月２２日（木）

(3) 申込先

〒８８０－８５０１

宮崎市橘通東２丁目１０番１号 宮崎県病院局経営管理課

TEL 直通 ０９８５（２６）７０８０

(4) その他 提出された書類は返却いたしません。

６ 給与・勤務条件等

(1) 給与

給与は原則として次の給料が支給されるほか、通勤手当、住居手当等の諸手当が

それぞれの支給条件に応じて支給されます（令和４年３月１日現在）。
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ア 基本給

職種 学歴、職務歴等 基本給

看護師 新卒者（大学（４年）卒） ２０９，８００円

看護師 経験者（大学（４年）卒で経験年数３年） ２２６，３００円

助産師 新卒者（大学（４年）卒） ２１２，６００円

助産師 経験者（大学（４年）卒で経験年数３年） ２２９，７００円

※ この金額は、例年民間給与に準拠し、見直される仕組みになっています。

※ この金額は、新規学卒者又は経験年数３年を基準にした場合であり、個々

の採用者の学歴、職務経験年数に応じた給料が支給されます（例：新卒者（短

大（３年）卒）の場合 ２００，７００円）。

イ 諸手当（主なもの）

住居手当・・・・・借家等に住む場合（上限２８，０００円）

夜間勤務手当・・・深夜に勤務した場合

深夜看護手当・・・夜勤に従事した場合

通勤手当・・・・・交通機関等を利用する場合

期末・勤勉手当・・１年間に給料などの４．３５か月分

扶養手当・・・・・扶養親族がいる場合

【月額（イメージ）】

例）新卒者（４年制大学卒）が入庁３年目の時、月４回夜勤（２交替）、通勤は車

で１０キロの距離、家賃６１，０００円の場合

看護師 約２８１，２００円

助産師 約２８４，２００円

(2) 勤務条件等

勤務体制は、３交替制勤務で４週８休です。但し、２交替勤務の部署もあります。

休暇は、年２０日間の年次休暇（初年度は規程に基づく日数）のほか、規程に基

づく有給休暇（夏季休暇、結婚休暇、出産休暇、配偶者の出産休暇、介護休暇、子

の看護休暇等）があります。

７ 合格から採用まで

合格者は、採用職種又は試験区分ごとに作成する宮崎県病院局選考採用候補者名簿

（以下、「選考採用候補者名簿」という。）に成績順に登載します（原則として試験実

施年度内有効です。）。そして、この名簿の中から内定者を決定します。

採用

試験 合格通知
第３回試験採用

候補者名簿登載 意思確認 内定通知

（７月中旬頃まで）

採用合格通知
宮崎県病院局選

考採用候補者名

簿登載

意思確認 内定通知 採用

（７月下旬頃まで）

※名簿登載以降の（ ）内の日程は、成績上位者の場合の予定です。

（７月上旬頃まで）

※（ ）内の日程は、現時点での、第１回採用試験受験者の予定です。
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合格者数は合格発表後の辞退等を考慮して、原則として採用予定数よりも多く決定

されます。試験に合格しても成績が下位等の場合は採用されない場合があります。

成績上位者の辞退がないなど採用の見込みがないことが明らかになった場合は、年

度末を待たずにその旨を連絡します。

なお、第２回試験を開催する場合は、辞退者や退職者の状況等を考慮し、新たに試験

区分及び採用予定数を設定するため、新たに選考採用候補者名簿を作成します。

８ 採用予定日

採用職種 試験区分 試験実施回 採用予定日

【新卒者】 第１回 令和 5年 4月 15日に採用の予定です。ただし、

Ａ 第２回 採用職種の免許取得が要件です。

看護師 ＡＣ１

ＡＣ２

助産師

【経験者】 第１回 令和 4年 10月 1日以降、令和 5年 4月 1日までの

Ｂ 間で随時採用の予定です。

ＢＣ１

ＢＣ２ 第２回 令和 5年 1月 1日以降、令和5年 4月 1日までの間

で随時採用の予定です。

９ 試験結果の開示について

この試験の結果については、宮崎県個人情報保護条例第２６条第１項の規定に基づく

口頭による開示請求をすることができます。

受験者本人（代理人は不可）が受験票及び本人であることを証明する顔写真付きの書

類（運転免許証、旅券、学生証等）を持参のうえ、午前８時３０分から午後５時１５分

までの間に病院局経営管理課へ直接おいでください。

※ 土曜日、日曜日、祝日及び年末年始の休日には、受け付けしておりません。

※ 電話、はがき等による開示請求はできません。

開示請求できる人 開示内容 開示期間 開示場所

受験者本人 得点及び順位 合格発表の日から 病院局経営管理課

起算して６月の間 （県庁防災庁舎６階）

10 問い合わせ先

宮崎県病院局経営管理課 人事・管理担当

TEL 直通 ０９８５（２６）７０８０


