
　　豊見城警察署（豊見城市瀬長）

　　糸満警察署（糸満市糸満）

　　与那原警察署（与那原町与那原）

　　浦添警察署（浦添市仲間）

　　宜野湾警察署（宜野湾市大山）

写真の裏に
氏名を記入

脱帽、正面向で本人と
確認できるもの

　　沖縄警察署（沖縄市山里）

□S □H □R　年　月　日

　　日/週 ・　　時間/日

　　日/週 ・　　時間/日

□S □H □R　年　月　日

□S □H □R　年　月　日

□S □H □R　年　月　日

□S □H □R　年　月　日

□S □H □R　年　月　日

年

　　警察本部（那覇市泉崎）

　　運転免許センター（豊見城市豊崎）

　　那覇警察署（那覇市与儀）

□S □H □R　年　月　日

□昼間
□夜間
□通信

年 月

□昼間
□夜間
□通信

年 月

年 月

□卒、□卒見、□修、
□転校、□　　学年中退、
□　　学年休学中

□卒、□卒見、□修、
□転校、□　　学年中退、
□　　学年休学中□S □H □R　年　月　日

□S □H □R　年　月　日

□昼間
□夜間
□通信

□S □H □R　年　月　日

□昼間
□夜間
□通信

月

年 月

勤
務
可
能
先

（

複
数
回
答
可
）

沖縄県警察での臨時・非常勤職員の経験
　□臨時・非常勤職員の勤務経験なし
　□臨時・非常勤職員の勤務経験あり
　　□臨時的任用職員(常勤)　□一般職非常勤職員(令和元年度以前)　□嘱託員
　　□会計年度任用職員(令和２年度以降)
　　　…□１年以上２年未満　□２年以上３年未満　□３年以上４年未満　□４年以上

□S □H □R　年　月　日 □卒、□卒見、□修、
□転校、□　　学年中退、
□　　学年休学中□S □H □R　年　月　日

□S □H □R　年　月　日

勤務時間 職務内容等
上段　入社年月日

下段　退社年月日

□S □H □R　年　月　日

□S □H □R　年　月　日

□卒、□卒見、□修、
□転校、□　　学年中退、
□　　学年休学中

学
　
　
　
　
　
歴

□卒、□卒見、□修、
□転校、□　　学年中退、
□　　学年休学中

修学区分

□S □H □R　年　月　日

□S □H □R　年　月　日

上段　入学年月日

採用された場合の兼業等の予定(兼業等をする場合は、別途許可申請が必要です。)
　□なし
　□あり(企業名称等：　　　　　　　　　　　　                      　　　)
※必ず許可されるものではありません。

職
　
歴
　
・
　
賞
　
等

学歴欄及び職歴・賞等欄の記入上の注意事項
　１　学歴は中退であっても記入すること。
　２　学歴の制度（年制）は、月単位の期間であれば月数まで記入すること。
　３　入社年月日、退社年月日、職務内容をもれなく記入すること。
　４　沖縄県庁等での職歴がある場合は、非常勤、嘱託等の別を記入すること。

□S □H □R　年　月　日

□S □H □R　年　月　日

□S □H □R　年　月　日

□S □H □R　年　月　日

□S □H □R　年　月　日

欠格事由に関する申告
　採用に関して、地方公務員法第16条に規定する次に掲げる欠
格事由に該当しない場合は、□にレ印を記入してください。
□　禁固刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はそ
の執行を受けることがなくなるまでの者
□　沖縄県職員として懲戒免職の処分を受け、当該処分の日か
ら２年を経過しない者
□　人事委員会又は公平委員会の委員の職にあって、地方公務
員法第60条から第63条までに規定する罪を犯し刑に処せられた
者
□　日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊するこ
とを主張する政党その他団体を結成し、又はこれに加入した者

履歴事項（会社名）等

　　日/週 ・　　時間/日

　　日/週 ・　　時間/日

　　日/週 ・　　時間/日

　　日/週 ・　　時間/日

　　嘉手納警察署（嘉手納町嘉手納）

　　うるま警察署（うるま市大田）

　　石川警察署（うるま市石川）

　　名護警察署（名護市東江）

　　本部警察署（本部町大浜）

　　宮古島警察署（宮古島市平良西里）

　　八重山警察署（石垣市登野城）

月

男 女

下段　卒業年月日

□S □H □R　年　月　日 □卒、□卒見、□修、
□転校、□　　学年中退、
□　　学年休学中

学部・学科

□昼間
□夜間
□通信

性別

年 月

第１号様式

記入日：令和　　年　　月　　日

写真貼付位置

たて　よこ

沖縄県警察臨時的任用職員（事務補助）採用選考申込書

　令和　　年　　月撮影

ふりがな

交通手段 　□徒歩　　□モノレール　　□バス　　□交通用具(自動車等)　　※移動時間：　　　　　分

連絡先

昭和 日

生年月日 年齢

自宅 携帯

住所
〒    -     

平成

４cm × ３cm

ふりがな

氏　名

□卒、□卒見、□修、
□転校、□　　学年中退、
□　　学年休学中□S □H □R　年　月　日

□昼間
□夜間
□通信

 

E-Mail

制度
(年制)

昼・夜
・通信

□昼間
□夜間
□通信

在学
年月

学　校　名
(小学校から順次記入)

□S □H □R　年　月　日

□S □H □R　年　月　日

年 月

年



□取得　□取得見込み

□S □H □R　年　月　日

本人不在時の連絡先

□取得　□取得見込み

□S □H □R　年　月　日

□取得　□取得見込み

●その他特記事項

※人事担当者記入欄

□S □H □R　年　月　日

・Excel          （□仕事で頻繁に使用した。　　□仕事で少し使用した。　　□使ったことがない。）
・Word　　　     （□仕事で頻繁に使用した。　　□仕事で少し使用した。　　□使ったことがない。）
・Power Point    （□仕事で頻繁に使用した。　　□仕事で少し使用した。　　□使ったことがない。）
・一太郎         （□仕事で頻繁に使用した。　　□仕事で少し使用した。　　□使ったことがない。）
・その他
　　　　         （□仕事で頻繁に使用した。　　□仕事で少し使用した。　　□使ったことがない。）

　　　　         （□仕事で頻繁に使用した。　　□仕事で少し使用した。　　□使ったことがない。）

　　　           （□仕事で頻繁に使用した。　　□仕事で少し使用した。　　□使ったことがない。）

□S □H □R　年　月　日

□取得　□取得見込み

□S □H □R　年　月　日

□取得　□取得見込み

取扱官庁（団体）名

パソコンスキル

　□面接考査の対象とする。　□面接考査の対象としない。

□S □H □R　年　月　日

□取得　□取得見込み

資
格
　
・
　
免
許
等

□当該人について、沖縄県警察における臨時的任用職員の勤務経験について確認した。
　□経験なし
　□経験あり
　　…□１年以上２年未満　□２年以上３年未満　□３年以上４年未満　□４年以上

志望動機、特技、自己PR等

□取得　□取得見込み

取得(予定)年月日資格・免許の名称（取得見込を含む）

□S □H □R　年　月　日

・住所

・電話

・氏名


