
防衛省職員（非常勤隊員）募集案内 

【令和５年４月以降採用予定】 

 

 防衛医科大学校病院では、下記により非常勤隊員を募集します。 

 

１ 受付期間 

  令和４年１２月２６日（月）～令和５年１月２０日（金）（必着） 

  ※ 応募者が多数となる場合は、繰り上げて締め切らせていただく場合があります。 

 

２ 雇用形態 

  非常勤隊員（期間業務隊員、その他の非常勤隊員）※非正規雇用 

 

３ 勤務地 

  防衛医科大学校病院（埼玉県所沢市並木３丁目２番地） 

 

４ 募集人数 

 

 

 

 

 

 

５ 採用予定期間 

  令和５年４月１日 ～ 令和６年３月３１日 

※勤務成績が良好な場合、所定の手続きにより再採用される場合があります。 

 

６ 募集する職務内容・必要な技能等 

採用職種 職務内容 必要な技能及び条件 

事務補助 

・常勤職員の業務内容に係る事務補助

業務全般 

・パソコン（Word、Excel等）による 

資料作成 

・電話対応、訪問者対応、郵便物対応、

受付対応、居室内清掃（必要の都度） 

・基礎的なパソコン操作 

（一般的な Office ソフト

の操作：Word、Excel等） 

 ※一部パソコンを使用し

ない場合を除く 

 

・健康状態が良好な方 

 

※例外あり（次項を参照） 

労務補助 

・常勤職員の指示する軽作業全般 

・電話対応、訪問者対応、郵便物対応、

受付対応、居室内清掃（必要の都度） 

技術補助（看護師以外） ・資格等に応じた医療関係業務全般 ※区分は次項を参照 

技術補助（看護師） ・看護師業務全般 ※看護師免許 

 

採用職種 募集人数 

事務補助 ６０名程度 

労務補助 ７０名程度 

技術補助（看護師以外） ２０名程度 

技術補助（看護師） ４０名程度 



７ 配置先部署等（本人の適性及び官側の都合により、当初の配置先を途中で変更する場合があります） 

採用職種 部署名等 備考 

事務補助 

運営企画課（院長秘書、庶務、予算、調達、

〃    企画）、（病院改修）※１ 

運営支援課（病院運営）※２、（保安）※３ 

〃   （医事、施設、人事、給食） 

形成外科（庶務） 

医療安全・感染対策部（庶務） 

検査部（庶務） 

手術部（庶務） 

放射線部（庶務） 

材料部（庶務） 

救急部（庶務） 

リハビリテーション部（庶務） 

総合臨床部（庶務） 

集中治療部（庶務） 

医療情報部（診療情報管理士）※４ 

〃   （庶務） 

光学医療診療部（庶務） 

薬剤部（庶務） 

看護部（庶務） 

※１ 

病院施設の建設等の業務

を経験し、病院施設に係

る知識を有する者 

 

※２ 

病院運営業務に１０年程

度の勤務歴を有するとと

もに診療報酬計算業務等

に習熟している者 

 

※３ 

警察官としての勤務歴を

有するとともに、病院内

における暴言・暴力対処

に係る対応ができる者 

 

※４ 

診療情報管理士の資格を

有する者 

労務補助 

運営支援課（施設維持、リネン類洗濯作業） 

検査部（検査作業補助作業） 

手術部（保清・資材管理作業） 

材料部（保清・滅菌作業） 

光学医療診療部（保清・診療作業補助） 

輸血・血液浄化療法部（診療作業補助） 

薬剤部（薬剤管理作業補助） 

看護部（看護助手、メッセンジャー） 

※資格不要とする 

技術補助（看護師以外） 

精神科（臨床心理士） 

小児科（臨床心理士） 

眼科（視能訓練士） 

耳鼻咽喉科（臨床検査技師） 

麻酔科（臨床工学士） 

検査部（臨床検査技師） 

放射線部（准看護師） 

医療情報部（看護師／准看護師） 

薬剤部（看護師、薬剤師） 

※左記カッコ内の資格

を有する者とする 

技術補助（看護師） 
看護部（看護師（助産師含む）） 

保健管理室（看護師） 

※左記カッコ内の資格

を有する者とする 



８ 勤務時間等 

（１）基 準(共通)        ：月曜日から金曜日の ８時３０分から１７時１５分までの時間内 

                  （１勤務あたり：７．７５時間を超えない範囲） 

（２）基準外(看護助手＊夕方・夜間)：月曜日から金曜日の１６時３０分から２２時００分までの時間内 

                  （１勤務あたり：５時間） 

（３）基準外(看護助手＊夜間１)  ：１ヶ月単位の各日の１６時３０分から９時３０分までの時間内 

                  （１勤務あたり：１５．５時間 × １０回） 

（４）基準外(看護助手＊夜間２)  ：１ヶ月単位の各日の１６時３０分から９時３０分までの時間内 

                  （１勤務あたり：７．７５時間 × ２０回） 

※原則は上記の基準（共通）の時間内において、１週間あたりの勤務時間を部署毎の業務の特性に応じて、

協議のうえ決定します。下表は、勤務の一例です。（基準外を除く） 

 採用職種 １週間あたりの勤務時間 １日あたり実働時間 休憩時間 

例１ 事務補助 
２８時間００分 

【 ４日勤務 】 

08:30～16：30 

【 7時間 】 

12:00～13:00 

【 60分 】 

例２ 労務補助 
２４時間００分 

【 ４日勤務 】 

09:00～16：00 

【 6時間 】 

12:00～13:00 

【 60分 】 

例３ 技術補助（看護師以外） 
１５時間３０分 

【 ２日勤務 】 

08：30～17：15 

【 7時間 45分 】 

12：00～13：00 

【 60分 】 

例４ 技術補助（看護師） 
３８時間４５分 

【 ５日勤務 】 

08：30～17：15 

【 7時間 45分 】 

12：00～13：00 

【 60分 】 

 

９ 休暇等 

（１）休憩時間 

   １２：００～１３：００（基準） 

※採用部署の勤務割りなどにより、異なる場合があります。 

（２）休日 

   土曜日・日曜日、祝日及び年末年始（１２月２９日～１月３日） 

（３）休暇 

  ア 年次休暇 

採用から６ヶ月経過後、一定の条件を満たした場合に１週間あたりの勤務日・勤務時間に応じて

付与されます。 

採用から６ヶ月経過後の付与以降は、１年ごとの計算で一定の条件を満たした場合に付与されま

す。（再採用された場合は直近に付与された日数を上限に繰り越し可能） 

イ 年次休暇以外の有給休暇 

休暇の事由、期間が定められている年次休暇以外の有給休暇が規定に基づき使用できます。 

（夏季休暇、忌引休暇、新型コロナウイルス感染症拡大防止に係る休暇 等） 

ウ 年次休暇以外の無給休暇 

    休暇の事由、期間が定められている、年次休暇以外の無給休暇が規定に基づき使用できます。 

    （病気休暇、子の看護休暇 等） 

 



１０ 応募資格 

   次の各号の一に該当する者は応募できません。 

 （１）日本国籍を有しない者 

（２）禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者又は執行を受けることがなくなるまでの者

（３）法令の規定による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 

（４）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 

（５）平成１１年改正前の民法の規定による準禁治産者の宣告を受けている者 

（心神耗弱を原因とするもの以外） 

 

１１ 応募要領等 

提出資料 提出部数 提出先 

・防衛省職員採用試験申込書 

 

・必要となる資格免許等の写し 

※該当者のみ 

１部 

〒359-8513 

埼玉県所沢市並木 3-2 

防衛医科大学校病院事務部運営支援課人事第１係 

℡04-2995-1511（代表）内線 3016 

防衛省職員採用試験申込書に必要事項を記入のうえ、写真を貼って、防衛医科大学校病院事務部運営

支援課人事第１係へ提出して下さい。（市販の履歴書は使用できません） 

なお、希望職種欄には、「○○補助（部署名）」と記入して下さい。 

 

１２ 選考方法 

（１）書類選考（１次選考） 

（２）口述試験（２次選考） 

 

１３ 試験日等 

（１）書類選考の結果を踏まえ、口述試験を行うことが決まった方のみ、面接日時等を個別にご連絡し

ます。（口述試験は１月下旬～２月中旬頃を予定しています） 

（２）試験場所 

    防衛医科大学校病院 

（３）試験結果 

選考終了後の２月下旬頃までに通知します。（予定） 

なお、電話による問い合わせには応じません。 

 

１４ 給与等 

（１）賃金（※勤務条件、職務経験年数、資格の有無等に応じて一部異なる場合があります） 

   ア 事務補助       ：  ９９０円～１，２００円 

   イ 労務補助       ：  ９９０円～１，０７０円 

   ウ 技術補助（看護師以外）：１，２５０円～１，５１０円 

   エ 技術補助（看護師）  ：１，３４０円～１，６５０円 



（２）諸手当相当分 

    通勤手当、期末・勤勉手当（賞与）、超過勤務手当の相当分が一定の条件を満たした場合に実態

に応じて支給されます。 

（３）給与支給日 

    月末締め（月の初日から末日まで）翌月１８日を基準として指定の口座に支払われます。 

 

１５ 社会保険等 

   採用後は、勤務条件によって厚生年金保険、健康保険（防衛省共済組合）、雇用保険の対象となり

ます。 

   なお、週の勤務時間が３８時間４５分の場合は、継続して６ヶ月勤務した場合（各月原則１８日以

上の勤務を要する）、国家公務員退職手当法が適用されます。この場合、雇用保険は適用除外となり

ます。さらに再採用により継続して１年を超えて勤務した場合、厚生年金保険は防衛省共済組合へ適

用変更となります。 

   また、週の勤務時間が２０時間未満となる場合は、社会保険、健康保険、雇用保険への加入はあり

ません。 

 

１６ その他 

（１）受験のための旅費、宿泊費等は支給されません。 

（２）提出された応募書類は返却いたしません。 

 

１７ お問い合わせ先 

防衛医科大学校病院事務部運営支援課人事第１係 

℡０４－２９９５－１５１１（代表）内線３０１６ 


