
様式管理

プレビュー  令和４年度春⽇井市職員採⽤試験【12⽉実施】

令和４年度春⽇井市職員採⽤試験【12⽉実施】 

申込年⽉⽇ 必須

4 年 11 ⽉ 2 ⽇

受験者の基本情報
職種を選択してください。 必須

⽒ 必須

(全角)

⽒

名 必須

(全角)

名

フリガナ 必須

カタカナで⼊⼒してください。

⽒ 名

性別 必須

選択解除

国籍を⼊⼒してください。 選択肢の結果によって⼊⼒条件が変わります

※職種が「消防」⼜は「救急救命⼠」の申込者のみ
【例】⽇本

⽣年⽉⽇を⼊⼒してください。 必須 選択肢の結果によって⼊⼒条件が変わります

※和歴で⼊⼒してください。
※年齢要件を満たしていない場合は申込みできません。

令和

（選択してください）

 男性 

 ⼥性 
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年 ⽉ ⽇

年齢 必須

令和５年４⽉１⽇時点の年齢を⼊⼒してください。

現住所（郵便番号） 必須

郵便番号 住所検索

現住所（住所） 必須

【例】愛知県春⽇井市⿃居松町５丁目４４番地４５
※建物名や部屋番号は、本欄ではなく、次の欄に⼊⼒してください。

住所

現住所（建物名及び部屋番号等）

【例】春⽇井アパート１号棟２０３号室

電話番号を⼊⼒してください。 必須

(半角数字)
※最も連絡の取りやすい番号を⼊⼒してください。

電話番号

メールアドレス 必須

新型コロナウイルス感染症の拡⼤防⽌やその他の事情により、試験のスケジュール等を変更する場合、メールにて連絡することがありますので、確認する頻度の⾼いアドレ
スを⼊⼒してください。

メールアドレス

その他の住所を⼊⼒してください。

※⼈事課からの郵便物について、現住所以外に送付を希望する住所がある場合のみ⼊⼒してください。
【例】
○○○－○○○○
○○県○○市○○町○○○

顔写真
次のとおり顔写真データを提出してください。
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顔写真データ添付 添付ファイル 必須

※「添付ファイル」ボタンをクリックし、顔写真データをアップロードしてください。

学歴・職務経歴

・学歴及び職務経歴を⼊⼒（古い順）してください。

・学歴について、中学校の卒業⽇を⼊⼒後、⾼等学校以降の学歴を⼊⼒してください。

・職務経歴について、在学中のアルバイト等は⼊⼒不要です。

・「区分」の欄には、学歴は｢卒業｣、｢卒業⾒込み｣⼜は｢中退｣、職務経歴は｢正規｣⼜は｢非正
規｣を選択してください。
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学歴・職務経歴【中学校】

中学校卒業 必須

中学校の卒業年⽉を和歴で⼊⼒してください。

 年  ⽉

学歴・職務経歴【１】

学校･会社等名称１ 必須

在学中のアルバイト等は⼊⼒不要です。

学部･学科/職務内容･役職等１ 必須

20字以内で簡潔に記⼊してください。

区分１

※学歴は「卒業｣、｢卒業⾒込み｣⼜は｢中退｣、職務経歴は｢正規｣⼜は｢非正規｣を⼊⼒してください。
※⼤学院の「修了」は「卒業」に含みます。

在籍期間【いつから】１ 必須

 年  ⽉

在籍期間【いつまで】１ 必須

※「卒業⾒込み」の場合は、卒業予定年⽉

選択してください
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 年  ⽉

学歴・職務経歴【２】

学校･会社等名称２

在学中のアルバイト等は⼊⼒不要です。

学部･学科/職務内容･役職等２

20字以内で簡潔に記⼊してください。

区分２

※学歴は「卒業｣、｢卒業⾒込み｣⼜は｢中退｣、職務経歴は｢正規｣⼜は｢非正規｣を⼊⼒してください。
※⼤学院の「修了」は「卒業」に含みます。

在籍期間【いつから】２ 

 年  ⽉

在籍期間【いつまで】２ 

※「卒業⾒込み」の場合は、卒業予定年⽉

 年  ⽉

学歴・職務経歴【３】

学校･会社等名称３

在学中のアルバイト等は⼊⼒不要です。

学部･学科/職務内容･役職等３

20字以内で簡潔に記⼊してください。

区分３

※学歴は「卒業｣、｢卒業⾒込み｣⼜は｢中退｣、職務経歴は｢正規｣⼜は｢非正規｣を⼊⼒してください。
※⼤学院の「修了」は「卒業」に含みます。

在籍期間【いつから】３ 

選択してください

選択してください
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 年  ⽉

在籍期間【いつまで】３ 

※「卒業⾒込み」の場合は、卒業予定年⽉

 年  ⽉

学歴・職務経歴【４】

学校･会社等名称４

在学中のアルバイト等は⼊⼒不要です。

学部･学科/職務内容･役職等４

20字以内で簡潔に記⼊してください。

区分４

※学歴は「卒業｣、｢卒業⾒込み｣⼜は｢中退｣、職務経歴は｢正規｣⼜は｢非正規｣を⼊⼒してください。
※⼤学院の「修了」は「卒業」に含みます。

在籍期間【いつから】４ 

 年  ⽉

在籍期間【いつまで】４ 

※「卒業⾒込み」の場合は、卒業予定年⽉

 年  ⽉

学歴・職務経歴【５】

学校･会社等名称５

在学中のアルバイト等は⼊⼒不要です。

学部･学科/職務内容･役職等５

20字以内で簡潔に記⼊してください。

区分５

※学歴は「卒業｣、｢卒業⾒込み｣⼜は｢中退｣、職務経歴は｢正規｣⼜は｢非正規｣を⼊⼒してください。
※⼤学院の「修了」は「卒業」に含みます。

選択してください
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在籍期間【いつから】５ 

 年  ⽉

在籍期間【いつまで】５ 

※「卒業⾒込み」の場合は、卒業予定年⽉

 年  ⽉

学歴・職務経歴【６】

学校･会社等名称６

在学中のアルバイト等は⼊⼒不要です。

学部･学科/職務内容･役職等６

20字以内で簡潔に記⼊してください。

区分６

※学歴は「卒業｣、｢卒業⾒込み｣⼜は｢中退｣、職務経歴は｢正規｣⼜は｢非正規｣を⼊⼒してください。
※⼤学院の「修了」は「卒業」に含みます。

在籍期間【いつから】６ 

 年  ⽉

在籍期間【いつまで】６ 

※「卒業⾒込み」の場合は、卒業予定年⽉

 年  ⽉

学歴・職務経歴【備考】を⼊⼒してください。

※学歴・職務経歴について、所定の欄に収まらない場合は、こちらに⼊⼒してください。
※次の例のように各項目を「／」で区切ってください。
【例】●●株式会社／営業・主任／正規／平成●年●⽉／令和●年●⽉





⼊⼒⽂字数︓ 0/ 150 

選択してください

選択してください
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資格・免許
※⾃動⾞運転免許を含め、最⼤４つまで
※受験資格上、資格・免許が必要な職種（職種が「福祉」「学芸員」「⼟⽊２」「建築２」
「電気２」「機械２」「⻭科衛⽣⼠」の⽅）は当該資格等の取得状況（⾒込みの場合も含む）

について必ず記⼊

資格・免許【１】

資格・免許名称１ 必須

【⼊⼒例】
普通⾃動⾞運転免許
⼤型⾃動⾞運転免許
※「（  ）」を消し、適宜⼊⼒する。

（  ）⾃動⾞運転免許

取得区分１ 必須

選択解除

取得(⾒込み)年⽉１ 選択肢の結果によって⼊⼒条件が変わります

※取得⾒込みの場合は、未来の年⽉を⼊⼒
【例】令和５年３⽉

 年  ⽉

資格・免許【２】

資格・免許名称２

20⽂字以内

取得区分２

選択解除

取得(⾒込み)年⽉２ 選択肢の結果によって⼊⼒条件が変わります

※取得⾒込みの場合は、未来の年⽉を⼊⼒
【例】令和５年３⽉

有

無

⾒込み

有

⾒込み
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 年  ⽉

資格・免許【３】

資格・免許名称３

20⽂字以内

取得区分３

選択解除

取得(⾒込み)年⽉３ 選択肢の結果によって⼊⼒条件が変わります

※取得⾒込みの場合は、未来の年⽉を⼊⼒
【例】令和５年３⽉

 年  ⽉

資格・免許【４】

資格・免許名称４

20⽂字以内

取得区分４

選択解除

取得(⾒込み)年⽉４ 選択肢の結果によって⼊⼒条件が変わります

※取得⾒込みの場合は、未来の年⽉を⼊⼒
【例】令和５年３⽉

 年  ⽉

志望動機
志望動機 必須

※500字程度で⼊⼒してください。
※改⾏すると２⽂字としてカウントされます。

有

⾒込み

有

⾒込み
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⼊⼒⽂字数︓ 0/ 560 

確認事項

右記の事項をご確認の上、チェックボックスにチェックを⼊⼒してください。

上記のとおり、受験申込みします。なお、私は、地⽅公務員法第16条に定める⽋格条項に該当しません。また、この申込書のすべての記載事項は、事実と相違あ
りません。

ホームページ等で募集要項の受験資格を確認しました。

学歴・職務経歴は古い順（例︓⾼校、⼤学の順）に⼊⼒しました。
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アンケート
※合否には影響ありません。

申込の決め⼿

申込みの決め⼿となったものを１つ選択してください。

閉じる

【⼿続きの内容に関するお問い合わせ先】
各⼿続きの⼿続説明に記載されている問合せ先（当市担当課）にお問い合わせください。

【システム操作に関するお問合わせ先（コールセンター）】
（重要）コールセンターは操作⽅法に関するお問合せのみです。⼿続きの内容に関するお問合せには対応できません。

固定電話:０１２０－４６４－１１９（フリーダイヤル）
携帯電話:０５７０－０４１－００１（ナビダイヤル）

（平⽇ ９︓００〜１７︓００ 年末年始除く）
ＦＡＸ : ０６－６４５５－３２６８

E-mail : help-shinsei-aichi@s-kantan.com
（迷惑メール対策等を⾏っている場合には、help-shinsei-aichi@s-kantan.comからの

メール受信が可能な設定に変更してください。）

選択してください。
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