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１ 資格を有する方に得点が加点されます。 

○語学（英語、中国語、韓国語）、簿記（日商簿記）、情報処理（情報処理技術者試験等）、武道（柔

道、剣道）のいずれかの資格を保有する方には、第１次試験に得点が加点されます。加算される点

数は、１つの資格区分の資格を保有する場合は10点、２つの資格区分の資格を保有する場合は20点

です。 

○得点の加点は、保有する資格を申込書の所定の欄に記入して申請し、その資格を証明する書類を第

１次試験当日に持参した場合に行います。 

詳しくは３～４ページの「加点の対象となる資格及び申請方法について」をご覧ください。 

 

２ 高卒程度の警察官（武道指導）採用選考を同時に実施します。 

○高卒程度の警察官（武道指導）採用選考は、単独で受考するほか、警察官Ｂ採用試験と併願するこ

ともできます。併願を希望する方は、必ずそれぞれの申込みを行ってください。 

○警察官Ｂ採用試験と両方に合格した場合は、高卒程度の警察官（武道指導）として採用します。 

詳しくは５～６ページをご覧ください。 

 

受 付 期 間 令和４年７月１日(金)～８月５日(金) 午後５時１５分 

第 １ 次 試 験 

令和４年９月１８日(日)     受  付:午前11時30分～正午 

試験開始:午後０時30分 

試験終了:午後５時 

 

（盛岡会場）岩手大学学生センター （盛岡市上田3-18-8） 

（金ケ崎会場）県南運転免許センター （金ケ崎町西根北荒巻100-2） 

（釜石会場）岩手県釜石地区合同庁舎（釜石市新町6-50） 

（久慈会場）岩手県久慈地区合同庁舎（久慈市八日町1-1） 

第１次試験合格者発表 令和４年１０月６日(木) 午前１０時 

第 ２ 次 試 験 

令和４年１１月９日(水)から１１月１８日(金)までのうち第１次試験合格通知書で 

指定する日時 

（会場）岩手県警察学校（盛岡市青山1-17-1） 

最 終 合 格 者 発 表 令和４年１１月２５日(金) 午前１０時 

注１ 警視庁の第１次試験合格者及び最終合格者の発表は、警視庁から合格者に通知します。 

注２ 新型コロナウイルス感染症などの影響により、試験日時、試験会場、合格発表日は変更する場合があります。最新の情報は、岩手県

職員募集案内ホームページ（http://www2.pref.iwate.jp/~hp0741/）等でお知らせします。 

注３ 第１次試験は、希望する会場で受験することができます。ただし、申込後の会場の変更はできません。 

 

 
令和４年度 

警察官Ｂ(男性)・警察官Ｂ(女性)採用試験受験案内 

高卒程度の警察官(武道指導)採用選考受験案内 
岩手県人事委員会（岩手県）、警視庁（東京都） 

※ 警察官Ｂ(男性)は、上記２都県が第１次試験を共同で実施します。 
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Ⅰ 警察官Ｂ 

 

１ 職種区分、採用予定人員等  
 

職種区分 志望都県 採用予定人員 職務内容 

警察官Ｂ（男性） 
岩 手 県 36人程度 個人の生命・身体・財産の保護、犯罪の予防・鎮圧・捜査、被疑

者の逮捕、交通の取締りその他公共の安全と秩序の維持等に従事

する。 

東 京 都 ２人程度 

警察官Ｂ（女性） 岩 手 県 ８人程度 

注１ 採用予定人員は変更になる場合があります。 

注２ 警察官Ｂ（男性）は第２志望まで選択できますが、岩手県を第２志望とすることはできません。 

注３ 申込後の志望都県の変更はできません。なお、岩手県を第１志望とし、第１次試験に合格した場合、第２志望はなかったもの

とみなします。 

注４ 警察官Ｂ（男性）又は警察官Ｂ（女性）と高卒程度の警察官（武道指導）は併願することができます。 

 

２ 受験資格  
 

職種区分 志望都県 
受 験 資 格 

年  齢 学歴・資格等 

警察官Ｂ（男性） 

岩 手 県 
昭和62年４月２日から平成17年４月

１日までに生まれた男性 

次のいずれにも該当しない者 

①大学（短期大学を除く。）を卒業した者

又は令和５年３月31日までに卒業する

見込みの者（大学から卒業見込証明書が

発行される者） 

②これらの者と同等の資格があると人事

委員会が認める者 

東 京 都 
昭和62年４月２日から平成17年４月

１日までに生まれた男性 

警察官Ｂ（女性） 岩 手 県 
昭和62年４月２日から平成17年４月

１日までに生まれた女性 

注 次の各号のいずれかに該当する方は、受験できません。 

(１) 日本国籍を有しない者 

(２) 禁錮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 

(３) 受験を希望する都県において、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 

(４) 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の団体を結成し、又はこれに加入した者 

 

３ 受付期間及び申込方法  
 

受 付 期 間 令和４年７月１日(金)～８月５日(金) 午後５時１５分 

申 込 方 法 

インターネット（電子申請）により申し込んでください。 

以下のＵＲＬから「岩手県電子申請・届出サービス」にアクセスし、申込手続を行ってください。 

○岩手県電子申請・届出サービス https://s-kantan.jp/pref-iwate-u/ 

詳しくは８ページをご覧ください。 

※高卒程度の警察官(武道指導)採用選考はインターネットによる申込みはできません。郵送によりお

申込みください。 

詳しくは５ページをご覧ください。 

注１ インターネットによる申込みができない方は、８月１日（月）までに岩手県警察本部警務部警務課人事係に 

連絡してください。 

注２ お問い合わせは土日、祝日を除いた午前９時00分から午後５時15分までとなります。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://s-kantan.jp/pref-iwate-u/
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４－１ 試験方法及び内容     
試験 試 験 方 法 内    容 

第
１
次 

教養試験 
(多肢選択式50題120分) 

警察官として必要な一般的知識及び知能についての筆記試験 
教養試験出題分野 ≪社会、人文、自然、文章理解、判断推理、数的推理、資料解釈≫ 

作文試験 
（１題60分） 

警察官としてふさわしい表現力、観察力、課題に対する理解力等についての筆記試験 

 人物試験① 適性などをみるための検査 

第
２
次 

人物試験② 個別面接及び適性などをみるための検査 

体力検査 

検査種目 
男性 女性 

上限 最低基準 上限 最低基準 

反復横跳び ５４回 ４１回 ４８回 ３７回 

腕立て腕屈伸 ２８回 １７回 １９回  ７ 回 

上体起こし ３２回 １８回 ２５回 １７回 

20メートルシャトルラン ７５回 ４３回 ４５回 ２５回 

身体検査 

健康診断書の提出による､職務執行に必要な健康度を有するかどうかについての検査（基準は
以下のとおり) 

計測項目 基  準 

視力 裸眼又は矯正の視力が両眼で0.8以上、かつ一眼でそれぞれ0.5以上であること。 

色覚 警察官としての職務執行に支障がないこと｡ 

聴力 正常であること。 

その他 警察官としての職務執行に支障がない身体状態であること。 

注１ 二重線で囲んだ部分の試験を第１次試験の日に行います。このうち、人物試験の結果は第２次試験の結果に反映されます。 
注２ 試験は全て、高校卒業の程度において行います。 
注３ 作文試験の採点は、教養試験の結果によっては行われない場合があります。 
注４ 体力検査、身体検査の結果、警察官の職務執行に支障があると判断された場合、不合格となります。なお、体力検査は、４つ

の検査種目の結果を考慮して総合的に判定します。 
注５ 警察官Ｂ（男性）の警視庁の身体基準は以下のとおりです。詳細は警視庁に問い合わせてください。 

警視庁 

身長 体重 視力 聴力 色覚 その他 

おおむね160cm以上 おおむね48kg以上 
両眼とも裸眼0.6以上又

は矯正1.0以上 

警察官としての職務執行に支障がないこ

と。 

 

４－２ 加点の対象となる資格及び申請方法について  

(１) 対象資格 

資格区分 対象となる資格 証明書類 

1 英語 

①実用英語技能検定（英検） 
②TOEIC（IPテストを除く。） 
③TOEFL＜iBT＞ 
④TOEFL＜PBT＞ 
⑤TOEFL＜CBT＞ 
⑥国際連合公用語英語検定（国連英検） 

２級以上 
470点以上 
48点以上 
460点以上 
140点以上 
Ｃ級以上 

合格証明書、 
公式認定証、 
スコアレポートなど 

2 中国語 
①中国語検定 
②漢語水平考試（HSK） 
③中国語コミュニケーション能力検定（TECC） 

３級以上 
４級以上 
400点以上 

3 韓国語 
①ハングル能力検定 
②韓国語能力試験 

準２級以上 
４級以上 

4 財務 日商簿記検定 ２級以上 

5 情報処理 
情報処理技術者試験など経済産業省認定の国家試験

又はこれに類するもの       
合格者 

6 武道   
①柔道（公益財団法人講道館の認定に限る。）                          初段以上 

段位を証明する書類 
②剣道（公益財団法人全日本剣道連盟の認定に限る。）                      初段以上 
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(２) 加点方法 

岩手県を第一志望とする者で、対象となる資格を保有することが確認のとれた者に、第１次試験において加点します。

申請できる資格は、同一資格区分で１つ、最大２つの資格区分までです。 

１つの対象資格につき10点、最大20点を加点します。 

原則として、申込時までに上記資格を取得済みの人に限ります。 

 

(３) ２つの対象となる資格について申請する場合の例 

 保有する資格（資格区分） 加点 備考 

例１ 柔道初段（武道） と 中国語検定３級（中国語） 20点 異なる資格区分のため20点。 

例２ 英検２級（英語） と 韓国語能力試験４級（韓国語） 20点 異なる資格区分のため20点。 

例３ 英検２級（英語） と TOEIC 500点（英語） 10点 同じ資格区分のため10点。 

 

(４) 申請方法 

① 受験申込時 

申込書の「資格名・レベル(級)」欄に申請する資格について記入してください。 

② 第１次試験当日 

申込時に申請した資格について、証明書類の原本及び写し（Ａ４サイズ）を持参し、当日に指定する場所に提出

してください。 

なお、結婚等により、証明書類に記載されている氏名と申込書記載の氏名が異なる場合には、上記証明書類の原

本及び写しのほか、当該書類が申込者のものであることを証明する書類（戸籍抄本等）を同時に提出してください。 

申込時までに上記資格を取得済みで、証明書類が未発行の場合は、８月５日（金）午後５時15分までに岩手県警察

本部警務部警務課人事係へ問い合わせてください。 

注 原本は確認終了後返却しますが、写しは返却しません。第１次試験当日に、原本による資格の確認ができない又は写しの提出

ができない場合には、加点しません。 

 

５ 配点  
 

試験方法 
第１次試験 第２次試験 

総合得点 
教養試験 作文試験 資格加点 人物試験 体力検査 

配点 200 100 20 300 40 660 

注１ 配点は変更になることがあります。 

注２ 各試験方法の得点は、原則として標準点化します。標準点とは、平均点及び標準偏差等を用いて算出するもので、受験者の点

数を、おおむね０点から100点に分布し、平均点が50点となるよう標準化し、各試験方法の配点に応じて換算します。 
 

６ 合格者の決定及び発表について  

(１) 第２次試験の合格者は、第１次試験と第２次試験の結果に基づき総合得点により決定します。 

(２) 各試験方法において、一定の基準に達しない試験方法が１つでもある場合には、他の試験方法の結果に関わらず不

合格となります。 

(３) 合格者発表は、岩手県庁前掲示板に合格者の受験番号を掲示するほか、第１次試験では合格者に対し、第２次試験

では受験者全員に文書で通知します。また、岩手県職員募集案内ホームページに第１次試験及び第２次試験の合格者

の受験番号を掲載します。 
 

７ 合格から採用まで  

(１) 最終合格者は、合格した都県の警察官採用候補者名簿（当該名簿は、原則令和５年３月31日まで有効）に記載され

ます。岩手県警察本部長(警視庁の場合は警視総監)は、提示された者の中から、採用者を決定します。 

(２) 採用予定日は令和５年４月１日です。 

(３) 採用決定後は巡査に任命され、採用された各都県の警察学校に入校し、10か月間の教育訓練を受けた後、勤務公署

に配属されます。 

注 警視庁の合格から採用までの流れは、岩手県の場合とほぼ同様ですが、詳しくは警視庁にお問い合わせください。 
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Ⅱ 高卒程度の警察官（武道指導） 

 

１ 職種区分、採用予定人員等  
 

職種区分 採用予定人員 職務内容 

警察官 

（武道指導） 
若干名 

個人の生命・身体・財産の保護、犯罪の予防・鎮圧・捜査、被疑者の逮捕、交通

の取締りその他公共の安全と秩序の維持等に当たるとともに、警察官の柔道又は

剣道の訓練に係る指導に従事する。 

注 警察官Ｂ（男性）又は警察官Ｂ（女性）と高卒程度の警察官（武道指導）は併願することができます。 

 

２ 受考資格  
 

職種区分 
受 考 資 格 

年 齢 学歴・資格等 

警察官 

（武道指導） 

昭和62年４月

２日から平成

17年４月１日

までに生まれ

た者 

柔道２段以上又は剣道３段以上の段位を有している者であって、①及び②のいずれ

にも該当しない者 

①大学（短期大学を除く。）を卒業した者又は令和５年３月 31日までに卒業する見

込みの者（選考申込時点において大学から卒業見込証明書が発行される者） 

②これらの者と同等の資格があると人事委員会が認める者 

注１ 第１次選考日までに上記の段位を取得する見込みの場合は、８月５日（金）午後５時15分までに岩手県警察本部警務部警務課

人事係へ問い合わせてください。 

注２ 次の各号のいずれかに該当する方は、受考できません。 

(１) 日本国籍を有しない者 

(２) 禁錮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   

(３) 岩手県において、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 

(４) 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の団体を結成し、又はこれに加入した者 

 

３ 受付期間及び申込方法  
 

受 付 期 間 令和４年７月１日(金)～８月５日(金) 

提 出 書 類 

・令和４年度岩手県警察官（武道指導）採用選考申込書 

(申込書の写真欄に縦4.5cm×横3.5cmの写真を貼ったもの) 

※申込書は以下のＵＲＬからダウンロードしてください。 

〇岩手県警察ホームページ https://www.pref.iwate.jp/kenkei/saiyo/ 

・段位を証明する書類の写し 

申
込
方
法 

郵 送 

・封筒の表に「岩手県警察官（武道指導）申込」と朱書きし、必ず簡易書留で送付してください。 

・令和４年８月５日(金)までの消印があるものに限り、受け付けます。 

(送付先)〒020-8540 岩手県警察本部警務部警務課人事係（住所不要） 

持 参 
・岩手県警察本部警務部警務課人事係（岩手県警察本部１階受付）に持参してください。 

(受付時間)午前９時00分～午後５時15分（土日、祝日を除く。） 

申込後の流れ 
・申込書を受理した後、８月19日(金)までに選考の実施について別途通知します。通知が届かない

方は岩手県警察本部警務部警務課人事係（電話：019-653-0110）まで連絡してください。 

 

４－１ 選考方法及び内容  
 

選考 選 考 方 法 内    容 

第１次 
教養考査(多肢選択式50題120分) 

警察官Ｂと同じ。 作文考査（１題60分） 

 人物考査① 

第２次 

人物考査② 

警察官Ｂと同じ。 体力検査 

身体検査 

 実技考査 柔道又は剣道についての技術の習熟度と技量をみるための実技考査 
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４－２ 加点の対象となる大会戦績及び申請方法について  

(１) 対象となる大会戦績 

   中学生以上において全日本柔道連盟、全日本剣道連盟又はいずれかに加盟する団体等が主催して行う全国大会、東

北大会等に出場、又は県大会３位以内入賞 

(２) 加点方法 

   対象となる大会戦績を保有することが確認のとれた者に、第２次選考において加点します。 

(３) 申請方法 

・証明書類により大会戦績を証明できる人に限ります。 
・受考申込書の「大会戦績」欄に申請する大会戦績について記入してください。 
・記入した大会戦績についての大会表彰状等の写し（Ａ４サイズ）を申込書と併せて提出してください。 
なお、結婚等により、証明書類に記載されている氏名と申込書記載の氏名が異なる場合には、上記証明書類の原本 

のほか、当該書類が申込者のものであることを証明する書類（戸籍抄本等）を同時に提出してください。 

 

５ 配点  
 

選考方法 
第１次選考 第２次選考 

総合得点 
教養考査 作文考査 実技考査 大会戦績 体力検査 人物考査 

配点 150 50 非公表 非公表 

注 配点は変更になることがあります。 

 

６ 合格者の決定及び発表について  

(１) 第２次選考の合格者は、第１次選考と第２次選考の結果に基づき総合得点により決定します。 

(２) 各考査方法において、一定の基準に達しない考査方法が１つでもある場合には、他の考査方法の結果に関わらず不

合格となります。 

(３) 合格者発表は、岩手県庁前掲示板に合格者の受考番号を掲示するほか、第１次選考では合格者に対し、第２次選考

では受考者全員に文書で通知します。また、岩手県職員募集案内ホームページに第１次選考及び第２次選考の合格者

の受考番号を掲載します。 

 

７ 合格から採用まで  

(１) 最終合格者は原則として採用されます。 

(２) 採用予定日は令和５年４月１日です。 

(３) 採用決定後は巡査に任命され、岩手県警察学校で10か月間の教育訓練を受けた後、勤務公署に配属されます。 

 
 
 
 
 

Ⅲ 共通事項 

 

８ 給与（岩手県の場合）  

(１) 給料 初任給は下表のとおりですが、採用前の経歴に応じて一定の基準により加算されることがあります。 

区  分 職種区分 月額（令和４年４月１日現在） 

公安職給料表適用者 警察官Ｂ、高卒程度の警察官（武道指導） 174,900円 

(２) 期末・勤勉手当〔ボーナス〕 年２回、６月と12月に支給されます(令和４年４月１日現在)。なお、勤務成績が優

秀な場合、支給率が加算されます。 

期 別 ６ 月 12 月 合 計 

支給割合（標準モデル） 2.15か月 2.15か月 4.3か月 

(３) 諸手当 職員や勤務の状況に応じて、扶養手当、通勤手当、住居手当、超過勤務手当などの諸手当が支給されます。 

(４) 被服 勤務に必要な制服、制帽、ワイシャツ、靴、靴下などが貸与又は支給されます。  

(５) 昇任 昇任は、公平な試験等によって行われますので、本人の実力と努力次第で上級幹部への道が開かれています。 

 
９ 試験結果の開示  

採用試験の結果については、個人情報保護条例(平成13年岩手県条例第７号)第23条の規定により、受験（受考）者本人

に限り口頭で開示を請求することができます。 
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職種区分 開示請求できる者 開示内容 開示予定期間 開示場所 

警察官Ｂ 

第１次試験不合格者 

(警視庁併願者) 第１次試験の得点、順位及び試験方

法別得点 

令和５年３月１日(水)～ 

令和５年３月31日(金) 
岩手県人事 

委員会事務局 

（盛岡市中央

通1-7-25 朝

日生命盛岡中

央通ビル６階） 

 

【受付時間】 

午前８時30分 

～午後５時15分

(土日、祝日を除

く。) 

第１次試験不合格者 

(本県のみ志望した者) 

令和５年１月４日(水)～ 

令和５年２月３日(金) 

第２次試験受験者 

第１次試験の得点、順位及び試験方

法別得点、第２次試験の得点及び試

験方法別得点並びに総合得点及び

総合順位 

高卒程度の

警察官 

(武道指導) 

第１次選考不合格者 
第１次選考の得点、順位、教養考査

及び作文考査の得点 

第２次選考受考者 

第１次選考の得点、順位、教養考査

及び作文考査の得点、第２次選考の

得点並びに総合得点及び総合順位 

注１ 最終合格発表日が変更になった場合、開示期間も変更になります。 

注２ 本人であることを確認するための書類（運転免許証、学生証、旅券等本人の顔写真が添付されたものに限る。）及び受験（受考）

番号の控えを持参してください。代理人への開示は行いません。 

注３ 行政情報センター、県内各広域振興局等にある行政情報サブセンター等及び岩手県県外事務所においても開示請求をすること

ができますが、開示方法が異なります。詳細については開示場所にお尋ねください。 

注４ 警視庁の試験結果は、警視庁にお尋ねください。 

 

10 お問い合わせ先  

(１) 試験に関する情報について 

採用試験の概要や合格発表などの最新情報、災害等の発生による試験時間等の変更などは、岩手県人事委員会事

務局職員課任用担当までお問い合わせください。 

【お問い合わせ先】 

岩手県人事委員会事務局職員課任用担当 〒020-0021 岩手県盛岡市中央通1-7-25 朝日生命盛岡中央通ビル６階 

電話：019-629-6241 メール：DD0002＠pref.iwate.jp ホームページ：http://www2.pref.iwate.jp/~hp0741/ 

(２) 採用説明会について 

採用説明会は、各地で随時開催する予定です。日程等については、岩手県警察本部警務部警務課人事係までお問

い合わせください。 

【お問い合わせ先】 

岩手県警察本部警務部警務課人事係 〒020-8540 岩手県盛岡市内丸8-10 

フリーダイヤル：0120-204034 代表電話：019-653-0110  

ホームページ：https://www.pref.iwate.jp/kenkei/saiyo/ 

 

［ 第１次試験会場案内 ］ 

盛岡会場 岩手大学学生センター（盛岡市上田3-18-8） 

 

 

～交通アクセス～ 

【バス】 

○盛岡駅から「岩手県交通バス 駅上田線 松園バスターミナル行

き」に乗車、「岩手大学前」で下車（所要時間約15分） 
○盛岡駅から「岩手県交通バス  駅桜台団地線 桜台団地行き」
に乗車、「岩手大学前」で下車（所要時間約15分） 

※１ 盛岡会場以外の第１次試験会場は、各自ご確認願います。 

※２ 各会場とも、来場の際は公共交通機関をご利用ください。また、近隣の施設・店舗等への無断駐車は絶対にしないでください。 

 
学生センター 

http://www2.pref.iwate.jp/~hp0741/
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(１) 用意するもの 

ア インターネット環境、パソコン、プリンタ 

スマートフォン、タブレットからも申込みできますが、申込書と受験票を印刷する環境が必要です。使用するパソ

コンや通信回線上の障害等によるトラブルについては、一切責任を負いません。 

イ 電子申請マニュアル、コード表・・・下記ＵＲＬからダウンロードし、参照してください。 

岩手県職員募集案内（受験案内） http://www2.pref.iwate.jp/~hp0741/annai/index.html 

 

(２) 申込みの流れ 

① 「岩手県電子申請・届出サービス」（https://s-kantan.jp/pref-iwate-u/）にアクセスします。 

② 利用者情報登録をする場合は、画面の指示に従って必要事項を入力し利用者情報登録を行います。 

（複数の試験に申込みされる場合は、利用者登録しておくと、２回目以降の入力が簡単になります。） 

利用者情報登録をせずに申し込む場合は、連絡先メールアドレスの登録を行うと、申込画面ＵＲＬが添付され

たメールが届きます。なお、登録したメールアドレスの変更はできませんので注意してください。 

③ 採用試験の受験申込画面に、必要事項を入力して送信します。 

④ 申込みを送信すると、すぐに「申込完了通知メール」が送信されます。メールが届かない場合、正しく申込み

が行われていない可能性があります。確認し、岩手県警察本部警務部警務課人事係へ連絡してください。 

⑤ 申込内容を審査後、「受理通知メール」が送信されます。申込みから５日（土日、祝日を除く。）を経過しても

受理通知メールが届かない場合は、岩手県警察本部警務部警務課人事係へ必ず連絡してください。 

⑥ 申込期間終了後２週間程度で、「受験票作成完了通知メール」が送信されます。到達後、申込書及び受験票を

印刷します。申込書と受験票に写真を貼り、申込書には署名して試験会場に両方とも持参してください。 

 
 

受験申込者 岩手県電子申請・届出サービス

利用者情報の登録

連絡先アドレス確認メール

送信［申込画面URL添付］

受験申込

入力・送信

申込完了通知メール送信
［整理番号とパスワード発行］

申込完了通知メール受信

受付・審査

受理通知メール送信

受験票作成完了通知メール

送信

受理通知メール受信

受験票作成完了通知メール

受信

申込書と受験票をダウンロー

ドして印刷

■利用者情報登録をせずに申込

みすることもできます。

■「申込完了通知メール」は申込

直後に送信されます。

メールが届かない場合は正しく申

込みされていない可能性がありま

す。

■「受験票作成完了通知メール」が

届いたら、申込書と受験票を印刷し

てください。

■印刷した申込書と受験票に受験

番号が印字されていることを確認し

てください。

■申込書と受験票に写真を貼り、申

込書には署名して両方とも試験会場

に持参してください。

□申込みから５日以内（土日祝日

除く）に「受理通知メール」を送信し

ます。

□申込期間終了後２週間程度で

「受験票作成完了通知メール」を

送信します。

■「申込完了通知メール」、「受理

通知メール」が届かない場合は、

必ず岩手県人事委員会事務局へ

問い合わせてください。

利用者情報を登録しない

（連絡先アドレス登録）

登録
■利用者情報登録すると、電子申

請・届出サービスの手続き一覧か

ら受験申込みできます。

※整理番号は、受験番号ではあり

ません。

電子申請による申込手続き 

http://www2.pref.iwate.jp/~hp0741/annai/index.html
https://s-kantan.jp/pref-iwate-u/

