
電子申請サービスによる受験票の取得方法について 

電子申請により申込みした場合、受験票（PDF）を電子申請サービスから 

ダウンロードの上、A４用紙に印刷し第１次試験日に持参していただきます。 

申請の前にご確認ください！ 

・PDF の受験票をダウンロード、印刷が可能な環境であること（プリンタが用意できる等）を事前に

ご確認いただいた上、申請してください。準備ができない場合は紙申込書で申込みをしてください。 

①申込みからダウンロードまで 

受験票は各試験の申込み締切後に整理の上、電子申請サービスにて送付します。申込みから受験

票がダウンロード可能になるまでの流れは以下のとおりです。 

・

・

試験申込者 人事委員会事務局

試験申込み

（電子申請

サービス入力）

受付開始

【しまね電子申請サービス】

到達通知メール（自動送信）

受付締切

【注意点！】

・このメールに記載されている｢整理
番号｣及び｢問合わせ番号（パス

ワード）｣は受験票取得の際に必要

になりますので、必ず控え、大切
に保管ください。

・このメールは自動送信です。まだ

受付はされていません。

【しまね電子申請サービス】

受付通知メール

【注意点！】

・当事務局にて受付をすると送信さ
れます。受験票の取得手順が記載

されています。

【しまね電子申請サービス】

受験票送付通知メール

【注意点！】

・受付締切後、整理の上送信します。

本メールが届けば受験票のダウン

ロードが可能となります。

【ダウンロードのしかた】
・電子申請サービスの「申込内容照

会」から、事前にお伝えしている

｢整理番号｣及び｢問合わせ番号

（パスワード）｣を入力し、照会し

ます。

・「申込内容照会」画面から、受験

票をダウンロードしてください。

・各試験で指定されている日付まで

に本メールが届かない場合は人事

委員会事務局にご連絡ください。



②受験票の作成手順について 

受験票を A4用紙にダウンロードした後、以下のように作成してください。 

　受験票をお送りします。受験票記載事項及び以下

の連絡事項をご確認ください。

連絡事項

・切り取り線で切り離し「この線で山折り」の線で山折り

にしてください。内側をのり付けしてください。

・受験票に必ず写真を貼った上で、当日持参して

　ください。写真がない場合は受験できません。

・受験にあたっては、受験案内、受験票の受験心得

　受験票控の注意事項をよくお読みください。

注意事項

1. 受験の際は、必ず本票を持参して定時までにおいでください。

2. HB又はBの鉛筆、ボールペン、消しゴムを持参してください。

3. 試験場に時計がない場合がありますので、必要な方は時計を持参

してください。（時計機能だけのものに限る）

4. 各試験場とも駐車場がありませんので自家用車はご遠慮ください。

試験結果の発表は受験番号で行いますので、本票は発表まで大切に 5. この受験票の記載事項に誤りがある場合は、誤りがある箇所に線

保管してください。 をひき、その下に朱書きで訂正してください。

島根 太郎

シマネ タロウ

島根 太郎

現住所 100-9876 東京都

千代田区平河町２丁目　　　　　　　６－３

漢　　　字

受験番号 10101999

島根アパート

試験当日の受付時間は８：３０～９：００です。 結果送付先住所 690-1234 島根県

受験案内で確認の上、必要な物を忘れずに持参してください。 松江市殿町　　　　　　　2345-6

受験票に写真を貼付してください。

試験開始後６０分以降、遅刻者は受験できません。
受験心得

受験番号控

生年月日 ４０9０412 平成　9年　4月12日

論文試験 15:00～16:30
試験場

氏
名

フリガナ

6月28日（日）

島根県会館

２階　大会議室

9:30～12:00 試験区分 行政

専門試験 13:00～14:30 試験地 松江市

　　　（写真欄）

1.試験当日は、この欄に写真を

       はって持参してく ださい。

     2 .写真は申込み前6ヶ月以内に、

        帽子をつけないで上半身正面

        前向きを撮った、大きさ縦4㎝

        横3㎝のものをはってく ださい。

     3 .写真のう らには、受験番号と

       氏名を記入してく ださい。

試験区分 行政
試験の種類 大学卒業程度

試験種目 試験日 試験時間

教養試験

様

試 験 日 程 受　験　票 島根県人事委員会

試験の種類 大学卒業程度
年　　月撮影

受験番号 10101999

・この面の裏側をのりづけし
　貼り合わせてください。

・「「この線で山折り」の線で
　折られていれば、角は合
　わなくても差し支えありま
　せん。

・

ﾘ ・
・・
・・

・・
・

・

ﾘ ・
・・

・・
・・

・

受験票控
（結果発表まで大切に保管してください）

この線で山折り

受験票
（試験当日持参してください）

①用紙中央の｢切り取り線｣に沿って切り

取ります。 

1. 受験の際は、必ず本票を持参して定時までにおいでください。

2. HB又はBの鉛筆、ボールペン、消しゴムを持参してください。

3. 試験場に時計がない場合がありますので、必要な方は時計を持参

してください。（時計機能だけのものに限る）

4. 各試験場とも駐車場がありませんので自家用車はご遠慮ください。

5. この受験票の記載事項に誤りがある場合は、誤りがある箇所に線

をひき、その下に朱書きで訂正してください。

シマネ タロウ

島根 太郎

現住所 100-9876 東京都

千代田区平河町２丁目　　　　　　　６－３

漢　　　字

島根アパート

結果送付先住所 690-1234 島根県

松江市殿町　　　　　　　2345-6

受験心得

生年月日 ４０9０412 平成　9年　4月12日

試験場

氏
名

フリガナ

島根県会館

２階　大会議室

試験区分 行政

試験地 松江市

　　　（写真欄）

1.試験当日は、この欄に写真を

       はって持参してく ださい。

     2 .写真は申込み前6ヶ月以内に、

        帽子をつけないで上半身正面

        前向きを撮った、大きさ縦4㎝

        横3㎝のものをはってく ださい。

     3 .写真のう らには、受験番号と

       氏名を記入してく ださい。

試験の種類 大学卒業程度

受　験　票 島根県人事委員会

年　　月撮影

受験番号 10101999

・この面の裏側をのりづけし
　貼り合わせてください。

・「「この線で山折り」の線で
　折られていれば、角は合
　わなくても差し支えありま
　せん。

・
・

・・
・・

・・
・

・

ﾘ ・
・・

・・
・・

・

この線で山折り

受験票
（試験当日持参してください）

②「この線で山折り｣の線で山折りにし、内側を 

のり付けしてください。 

※｢この線で山折り｣の線で折られていれば、角は 

合わなくても差し支えありません。 

1. 受験の際は、必ず本票を持参して定時までにおいでください。

2. HB又はBの鉛筆、ボールペン、消しゴムを持参してください。

3. 試験場に時計がない場合がありますので、必要な方は時計を持参

してください。（時計機能だけのものに限る）

4. 各試験場とも駐車場がありませんので自家用車はご遠慮ください。

5. この受験票の記載事項に誤りがある場合は、誤りがある箇所に線

をひき、その下に朱書きで訂正してください。

松江市殿町　　　　　　　2345-6

受験心得

千代田区平河町２丁目　　　　　　　６－３

島根アパート

結果送付先住所 690-1234 島根県

生年月日 ４０9０412 平成　9年　4月12日

現住所 100-9876 東京都

タロウ

漢　　　字 島根 太郎

試験場
島根県会館

２階　大会議室

氏
名

フリガナ シマネ

試験区分 行政

試験地 松江市

年　　月撮影

受験番号 10101999

　　　（写真欄）

1.試験当日は、この欄に写真を

       はって持参してく ださい。

     2.写真は申込み前6ヶ月以内に、

        帽子をつけないで上半身正面

        前向きを撮った、大きさ縦4㎝

        横3㎝のものをはってく ださい。

     3.写真のう らには、受験番号と

       氏名を記入してく ださい。

試験の種類 大学卒業程度

受　験　票 島根県人事委員会

③「（写真欄）」に顔写真を貼ってください。 

写真がない場合は受験できません。 

※写真は申込み前６ヶ月以内に、前向きを撮

った、大きさ縦４㎝、横３㎝のものを貼って

ください。 


