
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■名 称   社会福祉法人 
恩賜

財団 済生会支部 新潟県済生会 

           済 生 会 新 潟 病 院 

■所 在 地   〒950-1104 新潟県新潟市西区寺地 280-7  

■院 長   吉田 俊明 

■事務部長   木津 顕 

■診療科目   28 科目   ■病床数 425 床     

■職 員 数   約 830 名（内、経営企画職正職員 41 名） 

■施設基準   看護体系 7：1 看護 ／ＩＣＵ 2：1  

 

新卒・中途 

採用 

 

 

済生会新潟病院は、全国に 40の支部がある社会福祉法人 恩賜財団 済生会 を母体とする総合病院

です。 

新潟県支部は新潟診療所を起源に、高度な急性期医療を提供する目的で 1991年に開設されました。 

許可病床数 425床、28の診療科目を有し、地域の中核病院として機能しています。 

 

人生 100年時代に突入し、2050年には 100歳以上の高齢者が約 53万人になろうとしています。 

「医療・介護費用の抑制」や「少子高齢化」が進む中で、医療業界は常に変化を求められています。 

当院が健康や安心を提供し、新潟市の中核病院として地域医療を支えていくためには、 

 

□新潟が好き！人が好き！ 

□夢があり、実現しようと努力している人 

□患者さんや働く人の健康を考えたい人 

□経営に興味がある人 

 

など様々な志向を持った人材が必要です。 

そこで、当院はＮＤＨ（新潟 大好き！ヒューマン） 

採用を実施しています。 

あなたが今まで得てきた経験や将来の夢を 

地域医療に活かしてみませんか？ 



１ 処遇・福利厚生 
 

■勤務時間 ８：３０～１７：００ （休憩６０分・実働７時間３０分） 

■初任給など 

○大学卒 ：１７０，６００ 円   ○大学院卒：１８８，３００ 円 

 

※試用期間中は当院規程により１号俸低い金額となります 

[ 給与モデル(参考) ] 

採用１年目の職員モデル ［大学卒・試用期間終了後］ 

概算（各種手含む） ２００,０００円 （超過勤務・通勤・業務手当含む） 

本 俸 １７０,６００円 

賃貸マンション等にお住まいの場合でかつ当院の規程を満たす方は、別途住宅手当  

（最大 27,000円）が支給されます 

採用１０年目の職員モデル 

概算（各種手含む） ３１４, ０００円 （超過勤務・通勤・職務・扶養・住宅手当含む） 

本 俸 ２５１,３００円 

職務手当は役職者に支給される手当です 

中途採用の方の経験年数は当院規程により決定されます 

★昨年度の超過勤務時間の平均は月約１３時間です。（１日に換算すると４０分程度） 

■手当等 

通勤手当、住宅手当、超過勤務手当、扶養手当 ほか 

※通勤手当 自宅との直線距離（ｋｍ）×1,000円（上限 20,000円） 

※住宅手当 アパートの場合当院規程による（上限 27,000円） 

■昇給 年１回（６,６００～1０,０００円程度／給与規程に基づき昇給） 

■賞与 年２回 （２０１８年度実績 ４．２５ヶ月） 

■退職金 
１）退職金 ３年以上勤務した場合、規定により支給 

２）済生会共済給付 済生会共済制度による退職給付金 

■休日・休暇 

○２０１８年度 年間休日１２５日 

（週休２日制、祝日、年末年始、盆休、創立記念日、夏期休暇） 

○有給休暇（２０日／年） 

○特別休暇（結婚、忌引き、永年勤続など） 

○育児休業 

○介護休業  など 

■社会保険 健康保険、厚生年金、雇用保険、労災保険 

■福利厚生 
院内売店割引、提携企業商品割引、院内保育所、健康診断（年２回・無料） 

各種慶弔見舞金、部活動支援、大忘年会 など 



２ 募集人数・応募方法 
 

■募集人数 ２名 

■採用日 ２０２０年４月１日～（中途の方は入職日ご相談に応じます） 

■応募資格 

①２０２０年３月末に日本国内大学または大学院を卒業見込みの方 

②日本国内大学または大学院を卒業し、３０歳未満の方 

  （※②については「職歴があること」が条件となります。なお、職種は問いません。） 

■応募方法 

以下の通りご応募ください。 

 

１．下記提出書類を応募締切日までに郵送または直接ご持参ください 

   ①履歴書（※当院指定様式） 

     ※様式は当院ホームページ「採用情報」より PDF ファイルをダウンロードして 

       お使いください。 

   ②成績証明書（新卒の方のみ） 

   ③卒業見込証明書（新卒の方のみ） 

   ④職務経歴書(様式自由・中途の方のみ) 

 

２．saiyou@ngt.saiseikai.or.jp 宛てに下記内容を送信してください 

  ［件名］ 経営企画職採用試験応募 

  ［本文］ ①氏名（フルネーム） ②ふりがな ③一次選考希望日時 

④どこで募集を知ったか※ 

        ※ 例）indeed／病院ホームページ／ハローワーク／学校就職課 など 

◆書類郵送先・お問い合わせ 

 〒９５０－１１０４ 新潟市西区寺地２８０－７ 

     済生会新潟病院 人事課 採用担当 宛 

      ＴＥＬ：０２５－２３３－６１６１ ＦＡＸ：０２５－２３３－８８８０ 

      Ｅ-mail：saiyou@ngt.saiseikai.or.jp 

       ［！］ お問い合わせは平日の９時～１７時の間にお願いいたします。 

◆注意事項 

 選考に関する通知を送信いただいたメールアドレス宛てに返信いたしますので、当院 

 からのメール（saiyou@ngt.saiseikai.or.jp）を受け取れるようにメールの設定をお願い 

 いたします。 

 

■応募受付 随 時 （※ただし、２０２０年２月１８日（火）まで） 

■備考 

※個人情報の取り扱いについて 

応募書類は採用選考にのみ使用し、当方で責任をもって処分させていただきますので返

却はいたしません。予めご了承ください。 

mailto:saiyou@ngt.saiseikai.or.jp
mailto:saiyou@ngt.saiseikai.or.jp
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３ 採用試験について 
 

■選考内容等 

 

各選考の詳細をご案内しておりますので、ご参照ください。 

 

●〇 一次選考 

選 考 内 容 

○担当者面談 

  担当者より、病院概要や経営企画職の仕事のご紹介をさせてい

ただく他、最終選考の対策や、質疑応答のお時間等を設けて  

「就職説明会」のような雰囲気で進めさせていただきます。 

 

（※）個別ではなく集団での面談となる場合がございます。予めご了

承ください。 

会 場 
済生会新潟病院 2階事務室 

 〒950-1104 新潟市西区寺地 280－7 

選 考 日 時 

○下記日程の内、いずれか１日を選択いただき、履歴書の専用欄 

  及びメール本文にご記入の上、お申込みください。 

 

  ①２０２０年２月 ７日（金） １５：００～ 

  ②２０２０年２月１４日（金） １５：００～ 

  ③２０２０年２月２０日（木） １０：００～ 

 

  ※選考時間は２時間程度です。 

  ※各回の定員を超過した場合、日程調整をお願いする場合がご

ざいます。 

備 考 等 

・ご希望の選考日の２日前までに、上記「応募方法」に記載の書類 

 を郵送またはご持参ください。（メール送信も併せてお願いします） 

・送信いただきましたメールアドレス宛てに、受理及び当日のご案内

を送信いたします。 

・最終選考（管理職面接）はプレゼンテーションがございますので、そ

の準備を考慮した場合、一次選考日はなるべく早い日程を選択さ

れることをおすすめします。 

合 否 通 知 選考日より７日以内にメールにより通知します。 

 

 



        済生会新潟病院 2020 年度 経営企画職 募集要項 【お問い合わせ】 

         

 〒950-1104 新潟市西区寺地 280-７ 

          人事課 採用担当  ☎025-233-6161（代表） 

            【URL】 http://www.ngt.saiseikai.or.jp 【E-mail】 saiyou@ngt.saiseikai.or.jp 

            ※お電話でのお問い合わせは平日９時～１７時にお願いいたします。 

        

 

●〇 二次選考（最終選考） 

選 考 内 容 

管理職面接（個別面接） 

 下記課題のプレゼンテーション（１０分） 

 管理職面接（２０分程度）         の計３０分程度 

 

［プレゼンテーションの課題］ 

あなたが済生会の職員として新潟でやりたいことを教えてください 

済生会の事業は「病院」だけではありません 

「新潟の未来の医療を担う人材を育成する施設をつくりたい」 

「障がい者の方が自分を活かして働ける職場をつくりたい」 

「災害時の拠点となるような病院にしたい」 

「健康食を提供するレストランを施設内につくりたい」 

などなど、できることは沢山あります。ぜひ「済生会」を調べて、 

そこからあなたが 新潟で「やりたい」「やってみたい」 

と思ったことを教えてください 

［備考］ 

二次選考（最終選考）の詳細については、一次選考「担当者面

談」時に詳細をお伝えします。 
 

選 考 日 
２０２０年２月２６日（水） １３：００～１７：００ [予定] 

 ※日時は変更となる場合がございます。 

選 考 会 場 済生会新潟病院 ２階応接室 

合 否 通 知 

選考日より７日以内に通知いたします 

合格者の方へは電話連絡及び文書にて内定通知を送付します 

不合格者の方へはメールにて通知をさせていただきます 

※最終選考で合格となった方が内定となります 

 

 

 

 

 


