
〒 420 － 8602 e-mailｱﾄﾞﾚｽ（ jinji-iinkai@city.shizuoka.lg.jp ）
電話番号　054 － 221 － 1495

※現住所と同じ場合には記入不要 電話番号　　　　　－　　　　　　－　　　　　　

〒　　　　　－　　　　　　　

TEL　000 － 1234 － 4567

Ｈ・R  31 年 ４ 月入学
Ｈ・R　 ５ 年 ３ 月卒・卒見込

（その前） Ｈ・R  28 年 ４ 月入学
Ｈ・R  31 年 ３ 月卒・卒見込・（　　　　）
Ｈ・R　 　　年　　　月入学

Ｈ・R　 　　年　　　月卒・卒見込・（　　　　）

Ｈ・R　 　　年　　　月入学

Ｈ・R　 　　年　　　月卒・卒見込・（　　　　）

Ｈ・R　 　　年　 　月　から

Ｈ・R　 　　年　 　月　まで

（その前） Ｈ・R　３ 年　５ 月　から
Ｈ・R　 　　年　 　月　まで

（その前） Ｈ・R　２ 年　４ 月　から
Ｈ・R　３ 年　３ 月　まで

（その前） Ｈ・R　 　　年　 　月　から

Ｈ・R　 　　年　 　月　まで

取得
取得見込
取得
取得見込

取得 取得

取得見込 取得見込

取得 取得

取得見込 取得見込

はい ・ いいえ

はい ・ いいえ

はい ・ いいえ

はい ・ いいえ

　（保育教諭のみ） 私は、学校教育法第９条に規定する条項に該当していません。 はい ・ いいえ

（その前）

S・H   12年６月22日

人委株式会社

任用株式会社

営業

事務

正社員

　静岡市葵区追手町５番１号

静岡市立大学

静岡県立葵高等学校

法学部法律学科

普通科

（その前）

事務局使用欄（記入しないでください。） / □切手　　□封筒　　□不備なし

　私は、試験案内に掲載してある受験資格を全て満たしています。

　私は、地方公務員法第16条に規定する欠格条項に該当していません。

　この申込書の記載事項は、事実と相違ありません。

受付印

静 岡 市 人 事 委 員 会

大学卒程度 事務Ａ

スルガ　アオイ

駿河　葵

　なし

　試験案内の記載事項を了承の上、次の内容を確認して間違いなければ○を付けてください。

　私は、静岡市職員採用試験を受験したいので申し込みます。

その他
免　許
資格等

Ｈ・R 年　　月　

Ｈ・R 年　　月　

Ｈ・R  ３年３月

Ｈ・R  　  年  月

普通自動車運転免許

受験に
必要な
資格

※学芸員・福祉・免許資格職受験者は、受験に必要な免許資格の取得状況を記入すること（該当する資格に○を付け、取得年月を記入）

　　学芸員　・　社会福祉主事任用資格　・　獣医師　・　薬剤師
　　保健師　・　管理栄養士　・　精神保健福祉士　・　保育士

Ｈ・R　　　　年　　　　月

　　幼稚園教諭 Ｈ・R　　　　年　　　　月

職歴

勤務先（職歴がない場合は「なし」と記入） 職務内容 勤務形態 在職期間

（最終又は現在）

派遣社員

現住所

合格通
知等の
送付先

緊急
連絡先 本人　　・　　実家　　・　　勤務先　　・　　その他（　　　　　　　　　　　　　　　）

※荒天時の日程変更等、急な連絡を要する場合に使用します。

学歴

学校名（最終学歴から高等学校まで記入） 学部・学科名等 入学・卒業等年月

（最終又は現在）

申込者

フリガナ 性別
※消防士のみ

生年月日 年齢
※R5.4.1現在

国籍

氏名 男　・　女 22 日本

令和４年度静岡市職員採用試験　受験申込書
（大学卒程度・短大卒程度・免許資格職）

試験区分
試験の種類 職種

受験番号（記入しないこと）

「l」（小文字のｴﾙ）、「1」（数字のｲﾁ）、
「O」（大文字のｵｰ）、「o」（小文字のｵｰ）、「0」（数字のｾﾞﾛ）
など、区別しづらい文字にはﾌﾘｶﾞﾅを振ってください。

記載例

オー エル

高等学校は科名まで
記入してください。

職歴がない場合

職歴がある場合
※在学中のアルバイト等は記入不要です。

在職中の職歴の終期は
記入不要です。

保育教諭の受験者は、
こちらも○を付けてください。

最終学歴が「中退」の場合は、
その学歴は記入不要です。

静岡県外の高等学校の場合は、
学校名の最後に都道府県を括弧
書きしてください。
（例）葵高等学校（愛知県）

試験案内又は次ページを
参照し、記入してください。

「卒」「卒見込」以外の場合は、その
内容を括弧内に記入してください。



試験の種類 職種 年齢及び学歴 その他の資格要件

事務（創造力枠）

次のいずれかに該当する人
①昭和57年４月２日から平成13年４月１日までに
生まれた人
【採用時年齢22～40歳】
②平成13年４月２日以降に生まれた人で、学校
教育法による大学（短期大学を除く。）を卒業した
人若しくは令和５年３月までに卒業見込みの人
又は人事委員会がこれらと同等と認める人

―

事務A

事務B

事務（学芸員）
学芸員資格を有する人又は令和５年３月までに取得
見込みの人のうち、日本考古学を専攻した人

福祉
社会福祉主事任用資格を有する人又は令和５年３
月までに取得見込みの人

心理
大学等で心理学を専攻する学科を卒業した人又は
令和５年３月卒業見込みの人

土木

建築

電気

機械

化学

小中学校事務

消防士

次のいずれかに該当する人
①平成６年４月２日から平成13年４月１日までに
生まれた人
【採用時年齢22～28歳】
②平成13年４月２日以降に生まれた人で、学校
教育法による大学（短期大学を除く。）を卒業した
人若しくは令和５年３月までに卒業見込みの人
又は人事委員会がこれらと同等と認める人

別記身体的条件を満たす人

短大卒程度 福祉
平成13年４月２日から平成15年４月１日までに生
まれた人
【採用時年齢20～21歳】

社会福祉主事任用資格を有する人又は令和５年３
月までに取得見込みの人

獣医師
獣医師の免許を有する人又は令和４年度に行われ
る国家試験で取得見込みの人

薬剤師（行政）
薬剤師の免許を有する人又は令和４年度に行われ
る国家試験で取得見込みの人

保健師
保健師の免許を有する人又は令和４年度に行われ
る国家試験で取得見込みの人

栄養士
管理栄養士の免許を有する人又は令和４年度に行
われる国家試験で取得見込みの人

精神
精神保健福祉士の資格を有する人又は令和４年度
に行われる国家試験で取得見込みの人

保育教諭
保育士の資格及び幼稚園教諭の免許を有する人又
は令和５年３月までに取得見込みの人

別記　消防士の身体的条件

視覚

色覚

聴力

その他

左右とも正常であること。

１　体質が健全で、四肢関節に障害等の異常がなく、諸機能が正常であること。
２　精神機能及び神経系統に異常がないこと。
３　言語明瞭で十分発声ができること。
４　職務遂行上、支障のある疾患のないこと。
５　その他職務遂行に支障のない身体であること。

試験区分

平成４年４月２日以降に生まれた人
【採用時年齢30歳以下】

矯正視力を含み、両眼で0.7以上、かつ、一眼でそれぞれ0.3以上であること。

免許資格職

平成２年４月２日以降に生まれた人
【採用時年齢32歳以下】

―

令和４年度静岡市職員採用試験（大学卒程度・短大卒程度・免許資格職）

受験資格

大学卒程度

次のいずれかに該当する人
①平成４年４月２日から平成13年４月１日までに
生まれた人
【採用時年齢22～30歳】
②平成13年４月２日以降に生まれた人で、学校
教育法による大学（短期大学を除く。）を卒業した
人若しくは令和５年３月までに卒業見込みの人
又は人事委員会がこれらと同等と認める人

―

赤色、青色及び黄色の色彩の識別ができること。


