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CHECK!!CHECK!!

公立学校共済組合
直営8病院の取り組みをご紹介

ワークライフバランス 
インフォメーション

公立学校共済組合は、昭
和37年に公立学校の教
職員とその家族の生活の
安定と福祉の向上のため
に、特別の法律に基づき、
設立されました。「教職
員が安心して業務に取り

組める環境を整える」という教育の質の向上
を目指す上で欠かせない重要な役割を担い、
日本の教育行政を縁の下から支えるため、全
国規模で組合事業を展開しています。
直営病院は全国8箇所で地域における医療を
担うとともに、人間ドック、メンタルヘルス
事業などを通じて、教職員の健康維持・増進
をサポートしている公的な医療機関です。

　私たちの病院で看護に取り組むスタッフたちは、
常に熱いハートを持ち、日々、患者さんのために活動しています。
また、病院も資格取得などのサポートにより看護スタッフの成長を
後押ししています。看護スタッフが笑顔で生き生き、だから患者
さんも自然と笑顔になる̶。そんなハートフルな職場で、皆さん
の熱い思いを生かしてみませんか？
　私たちは、半世紀以上にわたって全国に根付き、人の笑顔と命を
守り続けている公立学校共済組合の直営病院です。
　安定した組織を母体に、ハイレベルな医療・看護環境を有し、
スタッフが働きやすい環境を整備するとともに、日々、人を笑顔に
する医療と看護を実践しています。

人間ドック、メンタルヘルスケアなどの保健事業、
貸付事業、病院・宿泊施設の運営を行っています。

福祉事業

民間企業の健康保険に相当する事業のほか、
休業や災害に関する給付を行っています。

短期給付事業（医療保険）

厚生年金、年金払い退職給付などを決定、
給付する事業を行っています。

長期給付事業（年金給付）

公立学校
共済組合
とは…

公立学校共済組合の事業

全国　病院を

運営する

公立学校共済組合の

　つの魅力
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公立学校の

共済組合が母体

教育支援
充実サポートで
将来設計も安心

福利厚生
生活面での
安心サポート
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明確なビジョンを

ラダー教育制度

スタッフの成長を大切にしています
教育制度・資格取得支援など、あなたのキャリアをさらに高める、
充実した教育支援制度を整えています。

レベルⅣ（卒後5年以上）

マネジメント

レベルⅢ（卒後3～4年目）

レベルⅡ（卒後2～3年目）

レベルⅠ（新人）

スペシャリスト

ジェネラリスト

教育支援

ラダー教育制度を導入。明確な
ビジョンを定め、ステップアッ
プできる育成プログラムにより、
キャリア開発を支援します。

働くあなたを応援！

キャリアサポート
認定看護師・専門看護師等の
資格取得に必要な経費等を援助
し、資格取得と活動をサポート
します。

さらなる専門知識を

専門家による講演会
看護部の資質向上、問題解決等
を図るため、その分野のスペシャ
リストである講師を病院に派遣
し、講演会を実施しています。

学術研究と学会発表を
積極的に支援します

学会発表促進
学会等での発表に係る必要経費
を援助し、共済組合の事業に寄
与する学術研究であれば、研究
費を助成します。

資質向上の場と情報交換

合同研修会
看護師の資質向上、病院間の情
報交換、職場環境改善等を図る
ため、年 2 回程度、8 病院が合
同で研修会を実施しています。

働きながらキャリア開発

病院間の交流
人事交流制度があり、一定期間、
希望する病院で働きながらキャ
リア開発ができます。
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●身分
共済組合の職員は、公務員ではあ
りませんが、年金給付や医療給付
などについて、地方公務員等共済
組合法上公務員と同様の給付が受
けられることになっています。

●保障制度（短期給付）
民間の健康保険と同様の給付に
加え、出産、休業、災害等の場
合には、公務員と同様の共済組
合独自の給付を受けることができ
ます。

●やすらぎの宿
以下の 3 施設に加え、全国に保有
する宿泊施設を、組合員価格で利
用することができます。

ホテルライフォート札幌
〒 064-0810
北海道札幌市中央区南 10 条西 1 丁目

花のいえ
〒 616-8382
京都府京都市右京区嵯峨天龍寺角倉町 9

ホテル北野プラザ六甲荘
〒 650-0002
兵庫県神戸市中央区北野町 1-1-14

●給与等
国家公務員の給与に準拠しています。

※毎月基本給のほか、地域手当、扶養手
当、住居手当、通勤手当等の各種手当が
支給されるほかに、年 2 回の期未・勤勉
手当や、勤務成績に応じた決算賞与の支
給があります。詳しくは、各病院のパンフ
レットをご確認ください。

  公立共済メンバーズカード
公立学校共済組合の宿
泊施設等の施設利用会
員証として、ワンランク上
のクレジットカードとして、
あらゆるシーンでサポート
しています。
共済組合員だけに提供される特別なカードです。

●休暇
年次有給休暇（1年間に25日）、妊
娠・出産・育児に関する特別休暇、
慶弔休暇、介護休暇、ボランティア
休暇、長期勤続休暇など休暇制度
が充実しています。

充実した勤務環境を提供しています
出産や病気の際にも、あなたが安心して働けるようにサポートします。
ワークライフバランスの実現のため、公立学校共済組合として積極的に取り組んでいます。

福利厚生

                 給付の例

出産したとき

   42万円（←健康保険と同様）
＋ 5万円（←共済組合独自）

 計47万円を支給

宿｜泊｜施｜設

公立共済
やすらぎの宿
公式サイト
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公立学校共済組合とは…
特別の法律（地方公務員等共済組合法）に基づ
き設立された公的事業を担う団体です。当共済組
合が運営する 8 つの病院は、公的医療機関として、
各地域の医療を支えています。

https://www.kouritu.or.jp
〒101-0062 東京都千代田区神田駿河台 2-9-5

安心・安定

公立学校共済組合

東北中央病院
診療科目 14科 / 呼吸器内科、循環器科、消化器・肝臓内科、糖尿病内科、外科、

整形外科、泌尿器科、婦人科、眼科、耳鼻咽喉科、放射線科、
リハビリテーション科、麻酔科、歯科

病床数   252床

心温かい 信頼の医療

  問合せ先     TEL:023-623-5111　FAX:023-622-1494
　　　　　   https://tohoku-ctr-hsp.com

公立学校共済組合

関東中央病院
診療科目 31科 / 内科、心療内科、精神科、循環器内科、呼吸器内科、消化器内科、

糖尿病・内分泌内科、脳神経内科、腎臓内科、小児科、外科、消化器外科、
呼吸器外科、乳腺外科、整形外科、形成外科、脳神経外科、心臓血管外科、皮膚科、
泌尿器科、産婦人科、眼科、耳鼻咽喉科、リハビリテーション科、放射線科、麻酔科、
臨床検査科、病理診断科、緩和ケア内科、救急科、光学医療内科

病床数   403床

  問合せ先     TEL:03-3429-1171　FAX:03-3426-0326
　　　　　   https://www.kanto-ctr-hsp.com

公立学校共済組合

北陸中央病院
診療科目 14科 / 内科、外科、整形外科、脳神経外科、婦人科、耳鼻咽喉科、泌尿器科、

眼科、皮膚科、歯科口腔外科、リハビリテーション科、放射線科、
麻酔科、小児科

病床数   193床

人間愛に基づいた医療を通じて
社会に貢献します

  問合せ先     TEL:0766-67-1150　FAX:0766-68-2716
　　　　　   https://hokuriku-ctr-hsp.jp

心あたたかく、日々新たに

全国最大の共済組合が
夢の実現を支援します
全国 8 箇所に展開するネットワークで幅広く成長や勤務生活をサポートします。
8 病院での人事交流制度があり、一定期間希望する病院で
働きながらキャリア開発も可能。
自分自身の目標、挑戦したかったことなど
あなたの描く「夢」の実現をバックアップします。

  所在地　
〒932-8503
富山県小矢部市野寺 123

  所在地　
〒158-8531
東京都世田谷区上用賀 6-25-1

  所在地　
〒990-8510
山形県山形市和合町 3-2-5
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公立学校共済組合

東海中央病院
診療科目 28科 / 内科、消化器内科、呼吸器内科、腎臓内科、血液内科、内分泌・糖尿病内科、

精神科、神経内科、心療内科、循環器内科、小児科、外科、消化器外科、
乳腺外科、整形外科、形成外科、脳神経外科、皮膚科、泌尿器科、産婦人科、
眼科、耳鼻咽喉科、リハビリテーション科、緩和ケア内科、放射線科、麻酔科、
歯科口腔外科、病理診断科

病床数   332床

最高の誠意、最善の医療

  問合せ先     TEL:058-382-3101　FAX:058-382-1762
　　　　　   https://www.tokaihp.jp

公立学校共済組合

近畿中央病院
診療科目 22科 / 内科（呼吸器・内分泌・免疫・消化器・腎臓）、循環器内科、脳神経内科、

精神科・心療内科、小児科、外科、消化器外科、脳神経外科、整形外科、
形成外科、皮膚科、泌尿器科、産婦人科、眼科、耳鼻咽喉科、麻酔科、
救急科、歯科、歯科口腔外科、リハビリテーション科、放射線科、
病理診断科

病床数   445床

職域と地域に応える信頼の医療

  問合せ先     TEL:072-781-3712　FAX:072-779-1567
　　　　　   https://www.kich.itami.hyogo.jp

公立学校共済組合

中国中央病院
診療科目 32科 / 内科、血液内科、腎臓内科、糖尿病・内分泌内科、リウマチ科、消化器内科、

循環器内科、呼吸器内科、小児科、外科、消化器外科、呼吸器外科、乳腺外科、
内分泌外科、食道・胃外科、肝臓・胆のう・膵臓外科、大腸・肛門外科、内視鏡外科、
整形外科、皮膚科、産科、婦人科、眼科、耳鼻いんこう科、放射線科、歯科口腔外科、
麻酔科、精神科、脳神経外科、臨床検査科、病理診断科、リハビリテーション科

病床数   243床

患者さん中心の人にやさしい
良質の医療を提供します

  問合せ先     TEL:084-970-2121　FAX:084-972-8843
　　　　　   https://www.kouritu-cch.jp

公立学校共済組合

四国中央病院
診療科目 26科 / 内科、呼吸器内科、循環器内科、消化器内科、心療内科、精神科、小児科、外科、

消化器外科、乳腺・内分泌外科、心臓血管外科、小児外科、整形外科、形成外科、
皮膚科、泌尿器科、産婦人科、眼科、耳鼻咽喉科、リハビリテーション科、
放射線科、麻酔科、病理診断科、呼吸器外科、緩和ケア外科、脳神経外科

病床数   275床

Smile（笑顔）、Speed（迅速）、Sincerity（誠意）を基調として、
質の高い医療を提供し、地域と共に成長し、
安心・安全を未来に繋ぐ

  問合せ先     TEL:0896-58-3515　FAX:0896-58-3464
　　　　　   http://www.shikoku-ctr-hsp.jp

公立学校共済組合

九州中央病院
診療科目 31科 / 内科、糖尿病・内分泌内科、循環器内科、消化器内科、呼吸器内科、肝臓内科、

膵臓内科、脳神経内科、腎臓内科、心療内科、精神科、リウマチ科、外科、
消化器外科、乳腺外科、呼吸器外科、血管外科、肝臓・胆のう・膵臓外科、
整形外科、形成外科、脳神経外科、皮膚科、泌尿器科、婦人科、眼科、耳鼻咽喉科、
リハビリテーション科、放射線科、病理診断科、麻酔科、歯科口腔外科

病床数   330床

病んでいる人の人権を尊重し、
健やかで心豊かな社会をつくるための医療を提供します

  問合せ先     TEL:092-541-4936　FAX:092-541-4540
　　　　　   http://kyushu-ctr-hsp.com

  所在地　
〒815-8588
福岡県福岡市南区塩原 3-23-1

  所在地　
〒799-0193　
愛媛県四国中央市川之江町 2233

  所在地　
〒720-0001　
広島県福山市御幸町大字上岩成 148-13

  所在地　
〒664-8533　
兵庫県伊丹市車塚 3-1

  所在地　
〒504-8601　
岐阜県各務原市蘇原東島町 4-6-2
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● 東北中央病院
● 関東中央病院
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