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（下記の内容は令和2年１月１日現在の勤務条件です）
〈勤務条件・福利厚生〉

1 給与
（新卒者の例）
／

地域・社会に貢献する病院

健全な病院経営

質の高い医療の提供

市民の皆さまにとって、身近で安心できる
市立病院として、また、より信頼していた
だける基幹病院を目指し、医療環境・診療
内容の整備と充実を進めます。

目標と計画に基づいた病院運
営を行うことで、市民の皆さま
により安心していただける、
心の
こもった医療・看護を行います。

医療制度改革など、病院を取り巻く環
境の変化に迅速、柔軟に対応し、より
効果的かつ効率的な運営と、質の高い
医療サービスの提供を目指します。

自分自身の力を十分に発揮できる環境です。
チーム医療にとって大切なのは、一人ひとりが自分で考え、自分にできることを精一杯行うことだと、私たちは
考えます。本来の力を十分に発揮できる、
やりがいを持って仕事に取り組める環境で一緒に働きませんか？

毎月支給 ※1

勤務実績により支給 ※2

月額合計

年収見込 ※3

大学４年卒

254,040円

39,864円

293,904円

4,525,824円

短大３年卒

243,810円

39,444円

283,254円

4,353,012円

※１ 基本給、地域手当、住居手当
（家賃55,000円の場合）
。
なお、基本給は免許取得後の学歴・職歴に応じて加算があります。
※２ 夜勤手当、夜間診療・看護等手当等
（月4回の夜勤を行った場合）
。
※３ 業績手当
（賞与）
含む。
（令和元年度実績：支給月数4.4ヵ月分、年2回 6月・12月に分けて支給）
ただし、採用初年度は、基準の勤務期間に満
たないため、所定の割合を乗じた額となります。
【参考】上記手当のほか、扶養手当、通勤手当、超過勤務手当等が実情に応じて支給されます。
また、定期昇給
（年1回）
、退職手当制度があります。

2 勤 務 時 間 ／ 一週につき、38時間45分勤務

※ 勤務形態は夜勤（二交代）
を含む交代制勤務となります。
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これからも後
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先輩からのメッセージ

プログラムになって います 。新 人 看 護 師 の 皆

システムを全部署で導入し、安心安全な医療・看

副看護部長（教育担当）

人々の命を 地域の明日を 共に支えよう

www.fcho.jp

4 そ

暇 ／ 年次有給休暇（年度当初に年間20日付与）のほか、特別有給休暇

（夏季休暇（６日付与）、
産前産後休暇など）、病気休暇、介護休暇など。

の

他 ／ 福岡市職員共済組合（健康保険、年金等）、福岡市職員厚生会加入 ※ 地方公務員ではありません。
院内保育園あり
（福岡市立こども病院：敷地内）
看護師宿舎あり
（福岡市立こども病院：借上げ宿舎 宿舎料 月額16,000円程度）
（福 岡 市 民 病 院：敷地内宿舎 宿舎料 無料）
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