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山口県厚生農業協同組合連合会

ＪＡ山口厚生連

（略称：ＪＡ山口厚生連）
周 東 総 合 病 院
長 門 総 合 病 院
小 郡 第 一 総 合 病 院
老人保健施設みのり苑

１．募集職種及び募集人員
薬剤師

若干名

２．応募資格
薬剤師免許既得者 又は 平成 30 年 3 月 薬剤師免許取得見込の者

３．選考方法
(1)書類選考
(2)選考試験
①試験内容：筆記試験（ﾏｰｸｼｰﾄ方式による一般常識試験並びに適性試験）
小論文（出題者の設定した課題による）
面接
②試験日時：平成 30 年１月 24 日（水）
③試験会場：長門総合病院
(3)健康診断（採用時健診）
採用内定後実施（３月）

４．応募手続
(1)提出書類（各１通）
①履歴書（自筆ペン書、写真添付）-----学校指定、又は市販のものを使用。
②学業成績証明書及び卒業見込証明書（免許既得者は免許証の写しのみで可）
なお、提出書類は一切返却いたしませんので予めご了承下さい。
(2)提出先
759-4194 山口県長門市東深川 85 番地
山口県厚生農業協同組合連合会 長門総合病院 総務課
（3)提出締切
平成 30 年１月 16 日（火）必着

５．採用条件
(1)身
分：正職員（ただし、原則として３ヶ月間は試用期間とする。
）
(2)採用予定日：平成 30 年 4 月 1 日（免許既得者は相談に応じます。）

６．勤務条件
(1)勤務場所：長門総合病院
(2)勤務時間：勤務時間：8 時 30 分～17 時（休憩時間 50 分）
（ただし、業務内容により時差出勤・日直等を命ずることがあります。
）
(3)休
日：完全週休２日制、祝日、盆休、年末年始
(4)休
暇：年次有給休暇、年次特別休暇、母性健康管理休暇、慶弔に伴う特別休暇、
リフレッシュ休暇（年次有給休暇を利用した最長９日間の連続休暇制度
）や誕生日休暇制度、育児・介護休業の制度あり
(5)給 与 等：初任給（平成 29 年度給与ベースの基本給与）
６年制卒
211,200 円
４年制卒
199,900 円
（当該職種での勤務経験が有る場合は、所定の経験年数を算入して決定
致します。なお、試用期間中はおよそ 90％の支給となります。
）
昇給
年１回（４月）
賞与
年２回（ただし、採用年度の夏期賞与は所定勤務期間を満たさないため減額
されます。
）
諸手当 通勤手当（通勤距離片道２㎞以上から支給）
２㎞：2,000 円～50 ㎞以上：38,100 円まで
住宅手当（賃貸住宅へ居住する世帯主のみ支給）
単身者：15,000 円、家族帯同者：25,000 円
但し、勤務地との通勤距離が 18km 未満に限る
など
退職金 本会職員退職給与規程による
奨学金返還支援制度あり

７．福利厚生
(1)加入保険：健康保険、雇用保険、労災保険など
(2)加入年金：厚生年金
(3)その他 ：永年勤続表彰、職員親睦旅行、親睦球技大会など
就業中傷害共済・交通事故傷害共済・団体定期生命共済加入
制服貸与、看護職員用ワンルームマンションあり、
特定資格(認定看護師など)取得のための休職制度あり

８．その他
(1)選考試験等の詳細は、別途お知らせ致します。
(2)免許取得が採用の絶対条件になります。
(3)採用内定を受けた方には、血液抗体価等の証明（麻疹・風疹・水痘・流行性耳下腺
炎・ＱＦ
Ｔ又はＴ－ＳＰＯＴ）を採用までに提出して頂きます。詳細は内定後にご案内致します。
(4)当会が取得したあなたの個人情報は、採用判定もしくは採用後の雇用管理以外の目 的には使用致
しません。
(5)当会に本採用された時点において、労働組合との協約に基づき山口県厚生連労働組 合に加入する
ことになります。
(6)病院見学は随時可能ですので、電話でお問い合わせください。
(7) その他、詳細についてのお問い合わせは病院総務課まで。
長門総合病院（総務課） 担当：岩山
(http://www.nagato-hp.jp)
℡0837-22-2220
以 上

薬剤師を目指す学生、既に薬剤師国家資格を取得されている方

奨学金返還支援制度のご案内
ＪＡ山口厚生連では、薬剤師を目指す学生や、既に薬剤師国家資格を取得されてい
る方等を対象に、大学在学期間中に返還義務のある奨学金を利用している（又は利
用していた）場合の、返還支援制度を設けています。

対 象 者

対象額等

支援期間

大学在学期間中に独立行政法人日本学生支援機構（JASSO）等の貸与型奨
学金の貸与を受け、奨学金の返還義務のある方で、正職員として当会に採
用され、業務に従事する方（新卒者、既卒者で既に奨学金の返済が始まっ
ている方。）です。但し、当会の奨学金を受けた方は対象となりません。
奨学金返還支援の対象は月賦返還分のみ、支援する額は毎月の返還額で
す。ただし、月５万円を限度、支援総額は３６０万円以内となります。
返還金額が３６０万円以上の場合には、３６０万円を毎月の返還額で除し
た月数（端数切捨て）となります。また、返還残額が３６０万円を下回る
場合は、その金額を毎月の返還額で除した月数（端数切捨て）となります。
ただし、毎月の返還額が５万円以上の場合には、いずれも５万円で除した
月数（端数切捨て）となります。

支援停止
及び終了

労務の提供が全くない月（休職など）については、支援停止となります。
この場合、支援期間 には含まれません。また、正職員の身分を失った場
合（退職や、臨時職員への区分変更など）には、支援終了となります。

手 続 き

当支援制度を希望される場合は、採用内定後、奨学金返還支援金給付申請
書、奨学金の借入総額と返還額が分かる書類を提出して頂きます。

当制度や採用についてのお問い合わせ
山口県厚生農業協同組合連合会
周東総合病院
長門総合病院
小郡第一総合病院

〒754-0002 山口県山口市小郡下郷 2139 番地
電話 083-973-3286 Email: ycksrsom@ja-yckousei.or.jp
〒742-0032 山口県柳井市古開作 1000 番地 1
電話 0820-22-3456 Email: info@hsp-shuto.jp
〒759-4194 山口県長門市東深川 85 番地
電話 0837-22-2220 Email：info@nagato-hp.jp
〒754-0002 山口県山口市小郡下郷 862 番地 3
電話 083-972-0333 Email：info@ogoridaiichi.jp

薬剤師にかかる奨学金貸与概要
山口県厚生農業協同組合連合会
１．対象者
薬科大学、大学薬学部（以下大学と総称する）に在学する者（入学決定者を含む）で、卒業
後、ＪＡ山口厚生連の開設する病院において薬剤師として、その業務に従事しようとするもの
で、原則として大学の推薦を受けた本人の申請により承認された者。
２．奨学金の額および貸与期間
月額 30,000 円～50,000 円

所定の在学期間（最長 6 年）

３．誓約勤務期間
奨学金の貸与を受ける者は法定の資格取得後、奨学金貸与期間と同等の期間、ＪＡ山口厚生
連の開設する病院に勤務するものとする。
４.奨学金の償還免除
奨学金の貸与を受けた者は、法定の資格取得後、ＪＡ山口厚生連の開設する病院に奨学金貸
与期間と同等の期間継続勤務した場合には、奨学金の償還を免除する。
５.違約時の償還
①奨学生が自己の都合により中途退学した時には、貸与した奨学金の全額を本人または保証人
から一時に償還させるものとする。
②奨学金を受けた者が誓約勤務期間を中断して違約退職した時は、所定の計算式により求めた
奨学金の残額を本人または保証人から一時に償還させるものとする。
６.在学中の義務
奨学生は、毎学年終了後、学業成績証明書を厚生連に提出しなければならない。
７.奨学の中止
奨学生の学業不振、素行不良、その他奨学の趣旨にそわない行為があり、当初の目的を達成
できないと認められる時は、奨学金の貸与を打ち切り、それまで貸与した奨学金を一時に償還
させる。

当制度や採用についてのお問い合わせ
山口県厚生農 業協同組 合連 合会

〒754-0002 山口県山口市小郡下郷 2139 番地
電話

周東総合病院

〒742-0032
電話

長門総合病院

電話

Email: info@hsp-shuto.jp

山口県長門市東深川 85 番地

0837-22-2220

〒754-0002

Email: ycksrsom@ja-yckousei.or.jp

山口県柳井市古開作 1000 番地 1

0820-22-3456

〒759-4194
電話

小郡第一総合病院

083-973-3286

Email：info@nagato-hp.jp

山口県山口市小郡下郷 862 番地 3

083-972-0333

Email：info@ogoridaiichi.jp

