
採用条件等

【応募資格】 2022年3月看護師・助産師養成機関卒業見込みの方、

看護師・助産師の有資格者

【採用人員】 裏面参照（各病院によって異なります）

【採用施設】

給与（初任給）

助産師 円 円 円

看護師　4年制大学卒業 円 円 円 【勤務時間】 2交代制、3交代制、早遅出勤務あり

看護師　短期大学または専門学校3年制卒業 円 円 円 【休　　日】 カレンダー方式（1カ月に8日以上の休日あり）

看護師　短期大学または専門学校2年制卒業 円 円 円 年間休日117日以上+半日休10日（2020年度）、年次有給休暇、

育児休職（最長3年）、介護休職、永年勤続特別休暇、その他特別休暇

【育　　成】 階層別研修（新入職員・2年目・中堅・マネジャー等）看護技術研修、

看護師　4年制大学卒業 円 円 円 院内学会、目標参画システム、自己申告制度、院内研修等

看護師　短期大学または専門学校3年制卒業 円 円 円 【そ  の  他】 各病院 敷地内禁煙

看護師　短期大学または専門学校2年制卒業 円 円 円 待遇・福利厚生
※モデル給与：【基本賃金（基本給+本給加算+本給調整+地域手当】+主要手当（平均的夜勤手当+住宅手当上限28,000円） 【昇　　給】 年1回（1月）

※諸手当　　：扶養手当、通勤手当（上限55,000円）、住宅手当（上限28,000円）、夜勤・宿日直手当、超過勤務手当ほか 【賞　　与】 4.55カ月（年3回）　※2019年度実績

給与が上がる仕組みを一部紹介！ 【保　　険】 健康・労災・雇用・厚生年金保険

【福利厚生】 ◆見舞金制度／指定病院にて受診・分娩した場合、自己負担額を補助

※基本給 ◆人間ドック費用の補助

※各種手当 ◆諸制度／財形貯蓄、退職金、永年勤続表彰、短期貸付金、再雇用制度

※変動給 ◆諸施設／契約保養所、契約旅行代理店（宿泊費補助）

※他、賞与 ◆その他／各種クラブ活動、カルチャー教室　他

　ＪＴＢベネフィットえらべる倶楽部会員、スポーツクラブ会員　他

1年目 2年目 3年目 4年目 5年目 6年目 ・・・　毎年度

234,777 67,773 302,550

225,260 67,262 292,522

横浜 基本賃金 主要手当 合計

240,372 68,070 308,442

218,560 66,907 285,467

2022年卒

新卒

【注意事項】

1.聖隷福祉事業団内の病院同士の併願はできません。

2.聖隷福祉事業団内の病院と保健事業部（保健師）の併

願は可能です。

三方原、浜松、淡路、佐倉、

浜松市リハビリテーション、袋井
基本賃金 主要手当 合計

227,780 67,394 295,174

235,310 67,798 303,108

233,210 67,691 300,901

様々な分野で知識を習得し、看護のスペシャリストへ！

充実した教育制度と福利厚生で、

あなたの仕事・プライべートの両面を支えます★

全国の各病院

静岡県・神奈川県・千葉県・兵庫県

別紙の福利厚生一覧に他多数の情報を記載しています♪

聖隷で活躍できるフィールド

病院

様々な分野を

経験可能！

研修で

スキルアップ

を目指す！

福利厚生で

プライベート

充実！

❚ 総合病院 聖隷三方原病院 ❚ 総合病院 聖隷浜松病院 ❚ 聖隷淡路病院

❚ 聖隷横浜病院 ❚ 聖隷佐倉市民病院 ❚ 浜松市リハビリテーション病院

❚ 袋井市立聖隷袋井市民病院

(地域総合職)

看護師・助産師 募集要項



採用試験

【お問合せ】〒430-0946

  静岡県浜松市中区元城町218-26 聖隷ビル

053-413-3290（人事企画部直通）

http://www.seirei.or.jp/hq/

hq-saiyou@sis.seirei.or.jp

【注意事項】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

1.聖隷福祉事業団内の病院同士の併願はできません。

2.聖隷福祉事業団内の病院と保健事業部（保健師）の併願は可能です。

　聖隷への就職を希望してくださる皆さまや聖隷に勤務している職員のニーズに応えるために、 ●地域総合職員 ※選択地域以外への異動は本人の同意が前提。その場合、別途手当を支給。

　2018年度から「新しい人事制度」の運用を開始しました。 各地域からご自身の希望勤務地域を選択し、選択地域内で働き続けることができます。

全国採用から地域採用へ移行しました。

※より限定された区域で働きたいという方は「地区限定職員」として勤務することができます。処遇は地域総合職と異なります。詳細はお問い合わせください。

6月４日(金) 6月11日(金)

7月９日(金) 7月16日(金)

会場
ﾘｸﾅﾋﾞｴﾝﾄﾘｰ

締切

4月16日(金)

8月６日(金) 8月13日(金)

G

F 4月16日(金) 4月20日(火) 4月24日(土) G 4月９日(金)

5月７日(金) 5月14日(金)

6月15日(火) 6月19日(土)

7月30日(金) 8月3日(火) 7月24日(土) G

関東

いずれの病院も、上記日程でご都合がつかない場合は、記載日以外でも随時対応させていただきます☺

7月17日(土) E 6月28日(月) 7月3日(土)

①千葉②東京・神奈川③神奈川 関西

043-486-1151　担当：飛田・鈴木 053-471-8331　担当：池谷 0538-41-2777　担当：清水・藤原 TEL

HP

MAIL

募集人数に達した以降の面接は

実施しません。ご了承ください。

募集人数に達した以降の面接は

実施しません。ご了承ください。

⑤奈良⑥兵庫⑦愛媛

東海 ④静岡 九州・沖縄 ⑧鹿児島⑨沖縄

◆応募方法　※リクナビ2022よりご応募ください リクナビ2022

聖隷福祉事業団は2018年4月より新しい人事制度を導入しました！

地域 選択地区 地域 選択地区

（予備日）

053-439-9050　担当：人事係 053-474-2232　担当：人事係 0799-72-3636　担当：中山

8月21日(土) G

6月12日(土) E 5月24日(月) 5月29日(土) 5月29日(土) F 5月21日(金) 5月25日(火) 5月22日(土) G

8月6日(金) F

045-715-3111　担当：田中

聖隷佐倉市民病院

＜看護師10名＞

浜松市リハビリテーション病院

＜看護師 10 名＞

袋井市立聖隷袋井市民病院

＜看護師 3 名＞

＜試験会場＞

　A：聖隷三方原病院　B：聖隷浜松病院

　C：聖隷淡路病院　　D：聖隷横浜病院

　E：聖隷佐倉市民病院

　F：浜松市リハビリテーション病院

　G：袋井市立聖隷袋井市民病院

　H：法人本部

試験日
ｴﾝﾄﾘｰｼｰﾄ締切

応募書類必着
試験日 会場

ﾘｸﾅﾋﾞｴﾝﾄﾘｰ

締切

ｴﾝﾄﾘｰｼｰﾄ締切

応募書類必着

4月24日(土) E 4月5日(月) 4月10日(土) 4月24日(土)

会場
ﾘｸﾅﾋﾞｴﾝﾄﾘｰ

締切

ｴﾝﾄﾘｰｼｰﾄ締切

応募書類必着
試験日

上記2日程で募集人数に達した場合、

予備日は実施しませんのでご了承ください。

6月19日(土) F 6月11日(金)

6月19日 Ｄ 5月29日 6月5日

A 8月6日 8月10日

上記２日程のうち、どちらかの日程で面

接日を決めさせていただきます。

両日ともにご予定ください。

7月28日（水） C 7月13日（火） 7月19日（月）

(予備日)

C 6月8日（火） 6月14日（月） 上記2日程で募集人数に達した場合、

予備日は実施しませんのでご了承ください。

上記3日程で募集人数に達した場合、

予備日は実施しませんのでご了承ください。

8月26日 （予備日）

6月23日（水）

5月26日（水） C 5月11日（火） 5月17日（月）7月24日 A 7月6日 7月9日

5月8日 Ｈ 4月17日 4月24日

5月15日 A 4月27日 4月30日 5月15日(土)

3月24日（水） C 3月9日（火） 3月15日（月）

5月22日 Ｄ 4月27日 5月8日C 4月13日（火） 4月19日（月）

4月24日 A 4月6日 4月9日 5月8日(土)

ﾘｸﾅﾋﾞｴﾝﾄﾘｰ

締切

ｴﾝﾄﾘｰｼｰﾄ締切

応募書類必着
試験日

4月28日（水）
WEB 4月1日(木) 4月9日(金)

聖隷三方原病院

＜看護師 60 名（助産師を含む）＞

聖隷浜松病院

＜看護師 55 名・助産師 5 名＞

聖隷淡路病院

＜看護師 5 名＞

聖隷横浜病院

＜看護師15名＞

試験日 会場
ﾘｸﾅﾋﾞｴﾝﾄﾘｰ

締切

ｴﾝﾄﾘｰｼｰﾄ締切

応募書類必着
試験日 会場 試験日 会場

ﾘｸﾅﾋﾞｴﾝﾄﾘｰ

締切

ｴﾝﾄﾘｰｼｰﾄ締切

応募書類必着
会場

ﾘｸﾅﾋﾞｴﾝﾄﾘｰ

締切

ｴﾝﾄﾘｰｼｰﾄ締切

応募書類必着

別紙の福利厚生一覧に他多数の情報を記載しています♪

●地域採用の導入

まずは右記ＱＲコードより

会員登録をお願いします。

(1) リクナビ2022への会員登録

(2) 2021年3月1日以降、リクナビ2022より「説明会・イベント予約」からエントリー

エントリーシート・応募書類の提出方法は

エントリー後に別途ご案内します。

※聖隷浜松病院はWEB


