
2021年 4月採用 看護師 求人票 
 

事業所名  
公益社団法人 石川勤労者医療協会 

城 北 病 院 
所 在 地 

 

書類提出先 

〒920-0848 石川県金沢市京町２０－３ 

電話 076-251-6111 

〒920-0848 石川県金沢市京町２４－１４ 

石川勤労者医療協会総務部 

電話 076-252-0590 

関連施設 2病院３５３床 

     7診療所 １歯科診療所 

1老人保健施設 

     5訪問看護ステーション 

     7訪問介護ステーション 

1有料老人ホーム 

2グループホーム 

3小規模多機能施設 

2病児保育室 

代 表 者 理事長  島 隆雄 人事担当者 人事部副部長 小池 隆行 設立 昭和24年 

資本金 4,800万円 年商 91億 

職 員 数 男 女 計 

城北病院 126人 458人 584人 

事業内容 医業 病院 

内科 外科 小児科 眼科 整形外科 神経内科 循環器科 呼吸器科 アレ

ルギー科 皮膚科 消化器科 精神科  婦人科 肛門科 放射線科 リウマチ

科 泌尿器科  リハビリテーション科  麻酔科  産業医療科 病理科 法人内計 293人 990人 1,283人 

職種 看 護 師 求人数 １０人 職務内容 看護師業務  

勤務先 城 北 病 院  所在地 石川県金沢市 

賃金 基本給 

・3年制養成校卒  203,390円 

＜試用期間3ヵ月間199,400円＞ 

・4年制大学卒   205,940円 

＜試用期間3ヵ月間201,900円＞ 

各種手当 

・住宅手当 12,000円 

・夜勤手当 1回4,000円 

＋深夜加算（基本給の35％） 

・深夜入り,準夜あけタクシー代 

2,500円を限度に支給 

・通勤手当支給（上限50,000円） 

・年末年始 7.5h以上7,000円 

4h以上6,000円4h未満4,000円 

・勤続手当（2年目以降）最高30,000円 

勤務時間  週38.5時間 

夜勤    複数3交替（月8回） 

完全週休2日制  年間休日126日 

有給休暇、生理休暇、結婚休暇、忌引

休暇、罹災休暇、公傷休暇、看護休暇、

つわり休暇、妊娠時通院休暇、産前産

後8週間休暇、育児休業、介護休業 

3歳児未満短時間雇用制度 

通勤手当、夜勤交通費、夜勤手当、活

動手当、年末年始手当、研修手当、時

間外保育料補助、職能団体加入補助、

退職金規定 

職員共済会（祝金、敬弔金、医療費給

付、長期勤続者報奨、文化レクレーシ

ョン補助金）等 

賞与（予定） 

年２回 3.3ヶ月 

初年度 2.3ヶ月 

昇給  年１回 

法人賃金規定により 

昇給します 

労働組合 有 

加入保険等 

健保 厚生 

雇用 労災 

職員共済会 

福利厚生 

院内保育所 

    病児保育費用補助 

就職説明会 
①7/26（日）②8/9（日） 

いずれも10～12時 

※コロナ感染症対策のため、見学会

は実施せず、説明会にて看護活動

や研修内容のご説明を行います。 

詳細は別紙をご参照ください 

TEL：076-251-6111, 090-6274-0140 
mail： ns-ishikawa@imin-iren.jp 

担当：青木、斉藤 

2021年卒 

採用試験 

応募書類 

 未定 

・履歴書・卒業見込証明書 

・成績証明書 をご送付ください 

選考方法 一次：書類審査 

一般教養筆記試験、小論文、面接 

 就職説明会、採用試験につきまして

は、新型コロナ流行の状況を見て、

日程が決まりしだいご案内いたしま

す。 

・患者さまの立場に立ち、要求から出発し、共にたたかう看護に取

り組んでいます。患者さまのもてる力を引き出し高めるような援

助をします。“いのち”の輝きを大切にし、その人らしく生きること

を支援する看護活動を患者さまと共にすすめています。 

・卒後研修は 3 年間。パートナーシップナーシングシステムをとり

入れ、職場全体で研修生と共に育ち合います。 

・仕事と子育て、介護が両立できるよう取り組んでいる「ファミリ

ー・フレンドリー企業」として石川労働局長より表彰されました。 

 院内保育所（夜間保育）あり、病児保育あり。 

・既卒者の応募も可能です。 

・随時インターンシップの受け入れが可能です。 

・城北病院の医療活動等をとりあげた日本テレビ NNN ドキュメン

ト08「笑って死ねる病院」が全国放送され、ワニブックスから同

名の本が出版され、2015年に再販されました。 

 
WEB：http://jouhoku-hosp.com/ 

E-Mail：sityo@jouhoku.jp 



＜研修の様子＞ 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

  

（この日程でご都合のわるい方はご相談ください。） 
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                           説明会は随時受け入れを行っています。 

新型コロナ流行のため延期となっていた、 

就職説明会の日程が決定しました。 

城北病院での看護活動、研修内容などを 

詳しく紹介します。 

ぜひご参加ください！ 

 

石川勤労者医療協会 城北病院 

看護部（担当 青木・斉藤） 

tel：076-251-6111  

   090-6274-0140 

mail：ns-ishikawa@imin-iren.jp 

 

※ お気軽にお問い合せください。 

※お申し込みは７月２０日(月)まで  

 

石川勤労者医療協会 城北病院 

日時：第１回 8 月 30 日(日)(10 時～12 時) 

    第２回９月 20 日(日)(10 時～12 時) 

会場：石川勤労者医療協会 会議室 

採用数：看護師１０名 

試験内容：一般教養、小論文、面接 

     （筆記用具持参） 

締め切り：8 月 14 日（金）まで 

 

 



2021 年採用 看護師 

新卒職員採用試験のご案内 
 

 

日時  ： 第 1 回 8 月 30 日（日） ９：３０～12：00 

      第 2 回 9 月 20 日（日） ９：３０～12：00 

場所  ： 石川勤労者医療協会会館 会議室 

          （金沢市京町 24-14） 

試験内容： 一般教養・小論文（テーマは当日）・面接 

       ＊当日は筆記用具をご用意ください 

応募方法： 提出書類（履歴書、成績証明書、卒業見込み証明書）を 

      下記宛先まで郵送 

申し込み期間： ７月１日（水）～8 月１４日（金） 

         

 

【お問い合わせ・申し込み】 

〒９２０－０８４８  金沢市京町２４－１４ 

公益社団法人石川勤労者医療協会 総務部人事担当  小池隆行 まで  

ＴＥＬ ０７６－２５２－０５９０   ＦＡＸ ０７６－２５２－８７９１ 

 

 

           

 


