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〒　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　　　　　　－　　　　　　　－　　　　　　

〒　　　　　－　　　　　　　

電話番号　000 － 1234 － 4567 （本人　　・　　実家　　・　　勤務先　　・その他（　 　））

（最終又は現在） Ｈ・R   13 年 ４ 月 入学

Ｈ・R　 16 年 ３ 月 卒・卒見込

（その前） Ｈ・R   10 年 ４ 月 入学

Ｈ・R　 13 年 ３ 月 卒・卒見込・（　 　　）

（その前）

（その前）

株式会社○○○ 令和４年7月31日現在

３年 ９ヶ月

年 ヶ月　

３年 11ヶ月

年 ヶ月　

年 ヶ月　

年 ヶ月　

７年 ８ヶ月

取得
取得見込
取得
取得見込

　私は、静岡市職員採用選考を受験したいので申し込みます。 はい ・ いいえ
　私は、選考案内に掲載してある受験資格を全て満たしています。 はい ・ いいえ
　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。 はい ・ いいえ
　この申込書の記載事項は、事実と相違ありません。 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
　８月16日（火）（消印有効）までにアピールシートを簡易書留で提出します。 はい ・ いいえ

○○○建設株式会社
住宅営業部 営業課
（○○県△△市）

○○○建設株式会社
土木工事部　設計課
（△△県○○市）

民間企業等職務経験者 土木

　静岡市葵区追手町5番1号

葵高等学校

令和４年度静岡市職員採用選考　受験申込書（民間企業等職務経験者）

選考区分
選考の種類 職種

受験番号（記入しないこと）

日本
現住所

合格通
知等の
送付先

緊急
連絡先

※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。

申込者

フリガナ スルガ　キヨシ 生年月日 年齢 国籍

氏名 駿河　清 57年 ９月 24日 40

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

静岡市立大学 土木部土木工学科

土木科

職務
経歴

勤務先（所在地） 職務内容（具体的に） 職務形態 在職期間

Ｓ　・　Ｈ　・　R
 　 　年　　月から
S　・　Ｈ　・　R
 　 　年　　月まで

営業（土地活用や賃貸マンションの
提案）、マーケティング調査

正社員

Ｓ　・　Ｈ　・　R

28年 ７月から
S　・　Ｈ　・　R

29年 ８月まで

港湾・河川の土木工事の設計、施工 正社員

Ｓ　・　Ｈ　・　R

17年 ４月から
S　・　Ｈ　・　R

28年 ６月まで

職務経験期間

高規格道路の保全管理、
設計、改良提案

正社員
Ｓ　・　Ｈ　・　R

30年 ７月から
S　・　Ｈ　・　R
 　　年　　月まで

道路部 技術管理第一課
（東京都△△区）

Ｓ　・　Ｈ　・　R
 　 　年　　月から
S　・　Ｈ　・　R
 　 　年　　月まで

Ｓ　・　Ｈ　・　R
 　 　年　　月から
S　・　Ｈ　・　R
 　 　年　　月まで

職務経験の通算期間　※１か月未満の日数の合計は、30日をもって１ヶ月としてください。

受験に
必要な
資格

※精神・保健師・保育教諭の受験者は、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）。

　　精神保健福祉士　・　保健師　・　保育士　　 Ｈ・R　　　　年　　　　月

　　幼稚園教諭 Ｈ・R　　　　年　　　　月

/ □切手　　□封筒　　□不備なし

静 岡 市 人 事 委 員 会

　選考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。

事務局使用欄（記入しないでください。） 　電子 ・　郵送 受付印

オー エル

「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。

選考案内又は次ページを参
照し、記入してください。

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（○○県）

高等学校は科名まで
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。

最終学歴が「中退」の場合は、
その学歴は記入不要です。

（最終又は現在）

（その前）

（その前）

（その前）

（その前）

（その前）

在職中の職歴の終期は記入不要です。
受験資格に該当しない
期間は記入不要です。

非常勤、会計年度任用職員等の場合は、「職務内容」欄に
週当たりの勤務時間を記入してください。

（例）保育教諭の場合
２歳児クラス・副担任（週35時間勤務）

保育教諭の受験者は、
こちらも○を付けてください。

基準日（職種により10年又は15年）
より前の期間は含みません。

職務経験の通算期間を記入してください。



職務経験・資格 年齢

土木

土木工事（道路、河川、港湾、治
山、上下水道等）の設計・監理、
施設の維持管理等、都市計画・市
街地再開発・公園整備・区画整理
事業の推進等、民間の開発事業の
指導等

建築

公共施設（市営住宅、庁舎、学
校、文化・福祉施設、廃棄物処理
関連施設、上下水道関連施設等）
の建築工事の設計・監理、建築確
認申請の審査・検査等、施設の維
持管理等、都市計画・市街地再開
発・区画整理事業の推進等、民間
建築事業の指導等

電気

公共施設（市営住宅、庁舎、学
校、文化・福祉施設、廃棄物処理
関連施設、上下水道関連施設等）
の電気設備工事の設計・監理、施
設の維持管理等、民間建築設備の
指導等

機械

公共施設（市営住宅、庁舎、学
校、文化・福祉施設、廃棄物処理
関連施設、上下水道関連施設等）
の機械設備工事の設計・監理、施
設の維持管理等、民間建築設備の
指導等

精神
精神障がい者及びその家族への相
談支援、精神保健福祉関係者の
ネットワーク構築・人材育成等

次のいずれにも該当する人

①精神保健福祉士の資格を有する人
②次のいずれかの民間企業等における職務経験
（選考区分の職務概要に関連したものに限
る。）を有する人
（基準日：令和４年７月31日）
ア　基準日から直近10年中、同一事業所におけ
　　る継続勤務年数５年以上を有する人
イ　基準日から直近10年中、一つの事業所につ
　　き２年以上継続して勤務し、これらの経験
　　を通算で７年
　　以上有する人

保健師
保健福祉に関する相談・指導、母
子の健康診査・指導等

次のいずれにも該当する人

①保健師の免許を有する人
②直近15年中に保健師、助産師又は看護師とし
ての職務経験が通算５年以上ある人
（基準日：令和４年７月31日）

保育教諭
市立こども園における子どもの教
育・保育業務等

次のいずれにも該当する人

①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
②基準日から直近15年中、保育教諭、保育士又
は幼稚園教諭としての職務経験を５年以上有す
る人
（基準日：令和４年７月31日）

.

職種

民間企業等
職務経験者

次のいずれかの民間企業等における職務経験
（職務概要に関連したものに限る）を有する人
（基準日：令和４年７月31日）

①基準日から直近10年中、同一事業所における
継続勤務年数５年以上を有する人
②基準日から直近10年中、一つの事業所につき
２年以上継続して勤務し、これらの経験を通算
で７年以上有する人

昭和38年４月２日
以降に生まれた人
【採用時年齢59歳以下】

令和４年度静岡市職員採用選考（民間企業等職務経験者）

選考の種類 職務概要
受験資格


