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【◎ インターネット申込みについて】 

■ インターネット申込みにあたっての注意事項

１ 電子申請サービスの提供について 

インターネット申込みは、「横浜市電子申請サービス利用規約」に基づき行っています。

御利用になる前に、必ず「横浜市電子申請サービス利用規約」を十分にお読みください。 

◇横浜市電子申請サービス◇

https://www.e-shinsei.city.yokohama.lg.jp/yokohama/navi/index.html

２ 利用環境について 

(1) Adobe Reader

インターネットで申込みをされた方には、インターネット上で受験票を発行します。この受験票を印刷する

ために、Adobe Reader が必要になります。 

なお、第一次選考以降の合格者への通知は、郵送となります。郵送先は、電子申請の申請者情報登録の際に

登録した住所となります。 

(2) その他

その他の利用環境については、横浜市電子申請・届出サービスの動作環境ページを御確認ください。

パソコンの機種や環境等により利用できない場合があります。必ず動作環境を確認してから申込みをしてく

ださい。 

動作環境 URL（https://www.e-shinsei.city.yokohama.lg.jp/yokohama/www/guide/environment.html） 

３ 採用試験の申込みについて 

＜注意事項＞ 

締切間際は混雑が予想されます。インターネットの特性として、データの送信に時間がかかり、受付期間中に

処理ができない場合や、システムの保守整備のため、申込期間中にシステムを停止する場合がありますので、十

分余裕を持って申し込むようにしてください。 

その他、予期せぬ機器停止や通信障害などによるトラブルについての責任は一切負いかねますので、あらかじ

め御了承ください。また、電子申請サービスの入力は、約 60 分間でタイムアウトになりますので、エントリーシ

ートの入力に当たっては、あらかじめ記載する事項を準備しておくなどして、タイムアウトにならないように注

意してください。 

＜申込受付期間＞ 

令和３年９月３日（金）午前９時 00 分 ～ ９月 19 日（日）午後９時 00 分 

（19 日 午後９時 00 分までに横浜市電子申請サービスに到達したものまで有効） 
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■インターネット申込の手続 

 

１ 採用試験の申込みを行う。 

ホームページに記載されているパソコン用またはスマートフォン用の URL にアクセスし、申込内容を入力して

ください。３ページ以降に入力イメージを記載していますので御確認ください。 

 

２ 申込後の取扱状況を確認する 

電子申請システムの申請手続情報欄にある〔状況照会〕の取扱状況に「到達」の文字が表示されたことが確認

できれば、申込みは完了しています。また、登録したメールアドレスに申請の到達をお知らせするメールが送信

されていれば、申込みは完了しています。 

 

３ 受験票を入手する 

10 月６日（水）以降、電子申請サービスの個人画面に受験票（ＰＤＦ）を添付する予定です。10 月８日（金）

を過ぎても添付ファイルがない場合は、総務局人事課に問い合わせてください。 

 

＜その他＞ 

・メールでのお問合せの場合には、回答が遅れることもありますので、可能な限り電話で問い合わせくださいます

ようお願いします。また、メールで問い合わせいただいた場合にも、電話で回答させていただく場合があります

ので、「連絡先の電話番号」と「お名前」をメール本文の中に必ず明記してください。 

 

・申込情報に不備がある場合、御連絡することがありますので、申込みの際に入力する「電話番号」は、申込者本

人と確実に連絡の取れる電話番号（携帯電話など）を入力してください。 

 

 
 

 

■ お問合せ先 

〇 採用試験の内容に関わること 

   横浜市総務局人事部人事課 

ＴＥＬ：045-671-4003 

ＦＡＸ：045-662-7712 

   受付時間：９時 00 分から 17 時 00 分まで（土日祝祭日を除く平日） 

 

〇 システムの操作方法・トラブルに関すること 

   電子申請サービスヘルプデスク 

   ＴＥＬ：0120-45-0288 

   受付時間：９時 00 分から 17 時 00 分 （左記時間以外及び土日祝日は受付を行っておりません。） 

ＦＡＸ：0120-60-5392 

   メール：hd-yokohama@e-shinsei.city.yokohama.lg.jp 
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【手引き用】令和３年度横浜市職員（技能職員）採用選考　申込フォーム

申し込み内容の入力

操作方法のご説明

　下記の入力フォームに必要事項を入力した後、「申し込み内容確認」ボタンを押してください。
必須 マークがある項目は、必ず入力してください。 

　また、機種依存文字は使用しないでください。機種依存文字が入力されている場合はエラーになります。

　途中まで入力した内容を一時保存したい場合、「申し込み一時保存確認」ボタンを押してください。
　ただし、選択した添付ファイルに関しては一時保存されません。 

令和３年度横浜市職員（技能職員）採用選考の受験のための申込フォームです。
横浜市のホームページに掲載されている受験案内を御確認の上、以下の項目へ入力してください。 

参考URL： https://www.city.yokohama.lg.jp/city-info/saiyo-jinji/jinji/senko/03ginousenkou.html

氏名（漢字） 
必須

名字と名前の間には空欄を入力してください。
（例：横浜　太郎）

64文字以下で入力してください。
技能　つばさ

氏名（フリガナ） 
必須

名字と名前の間には空欄を入力してください。
（例：ヨコハマ　タロウ）

128文字以下で入力してください。
ギノウ　ツバサ

生年月日 
必須

西暦で記載してください。

1992   年  4    月  10   日 

性別 
必須

男性 女性 

郵便番号 
必須

2310005のようにハイフンを入れずに入力してください。

7文字で入力してください。
2310005

住所（都道府県） 
必須

例：神奈川県

神奈川県

住所（市区群町村、町名ま
で） 
必須

例：横浜市中区本町

横浜市中区関内中央

■パソコンでの手続きイメージ①

申し込み内容の入力画面
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 はい 

受験資格等確認欄（その２） 
必須

受験資格を満たしていない場合、試験を受験することはできません。
このことに、同意します。

 はい 

受験資格等確認欄（その３） 
必須

一度申込みを取り下げた場合、同一人物が再度申込むことはできません。
このことに、同意します。

 はい 

お問い合わせ

横浜市総務局人事部人事課

TEL　045-671-4003
（電話受付時間　平日　午前９時～午後５時）

FAX　045-662-7712

おかけ間違いのないよう御注意ください。

申し込み内容確認 申し込み一時保存確認

住所（番地、建物名等） 
必須

例：6-50-10 横浜市役所

1-23-45 浜っ子コーポA-1

連絡先TEL 
必須

ハイフンを入れずに入力してください。

10文字以上11文字以下で入力してください。
0451234567

その他連絡先TEL 

ハイフンを入れずに入力してください。

10文字以上11文字以下で入力してください。
09000000000

メールアドレス
必須

システムからの通知メールを受信するために、パソコンまたはスマートフォンのメー
ルアドレスを入力してください。
確認用の欄には、同じメールアドレスをもう一度入力してください。

パソコン用 to00-umehara@city.yokohama.jp

パソコン確認用 to00-umehara@city.yokohama.jp

スマートフォン用

スマートフォン確認用

※パソコンとスマートフォンの両方に入力された場合は、両方のメールアドレス宛てにメールが送信され
ます。
※スマートフォンの場合、ドメイン指定受信を設定されている方は「e-shinsei.city.yokohama.lg.jp」を受信
できるよう指定してください。

受験資格等確認欄（その１） 
必須

私は、横浜市職員（技能職員）採用選考を受験したいので申し込みます。
なお、私は、地方公務員法第１６条の規定をはじめ、受験案内に掲載してある受験
資格をすべて満たしており、申込書の記載事項に相違ありません。

■パソコンでの手続きイメージ②

申し込み内容の入力画面
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01111026
引き出し線
メールアドレスの間違いに御注意ください。

01111026
引き出し線
電話番号の間違いに御注意ください。

01111026
長方形

01111026
長方形
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【手引き用】令和３年度横浜市職員（技能職員）採用選考　申込
フォーム

申し込み内容の確認　　※申し込みは完了していません。

　以下の入力内容をご確認ください。
よろしければ「申し込む」ボタンを押してください。
入力内容に間違いがある場合は、「修正する」ボタンを押し、再度入力してください。
機種依存文字が入力されている場合には、"?"のように表示されていますので、修正してください。

氏名（漢字） 
必須

技能　つばさ 

氏名（フリガナ） 
必須

ギノウ　ツバサ  

生年月日 
必須

1992年4月10日  

性別 
必須

男性  

郵便番号 
必須

2310005   

住所（都道府県） 
必須

神奈川県   

住所（市区群町村、町名ま
で） 
必須

横浜市中区関内中央   

住所（番地、建物名等） 
必須

1-23-45 浜っ子コーポA-1

連絡先TEL 
必須

0451234567   

その他連絡先TEL 09000000000   

メールアドレス
必須

パソコン用 to00-umehara@city.yokohama.jp 

スマートフォン用

受験資格等確認欄（その１） 
必須

はい   

受験資格等確認欄（その２） 
必須

はい   

受験資格等確認欄（その３） 
必須

はい   

印刷用ページ

修正する 申し込む
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01111026
引き出し線
申し込む前にもう一度、全ての項目について間違いがないか確認してください。

01111026
長方形



申し込み内容入力
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【手引き用】令和３年度横浜市職員（技能職員）採用選考　申込フォーム

申し込み完了

「【手引き用】令和３年度横浜市職員（技能職員）採用選考　申込フォーム」の申し込みを完了しました。

到達番号・問合せ番号について
　「問合せ番号」は原則メールでは通知いたしません。
　「到達番号」と「問合せ番号」は、申し込み状況を照会するとき、担当部署にお申し込みいただいた内容等を問い
合わせるときなどに本人確認情報として必要になりますので、必ず記録してください。

到達番号 ： 163_004_078_5268

問合せ番号 ： c7M5eG

到達通知メールが届かない場合について
システムから自動送信する到達通知メールが15分以上経っても届かない場合、誤ったメールアドレスが入力さ

れていた可能性があります。
メールが届かない場合には、到達番号と問合せ番号により照会を行い、申し込み内容を確認してください。

最初のページへ戻る

「到達番号」、「問合せ番号」は申込み状況

の照会時などで必要となります。 

必ず控えをとっておいてください。 

到達通知メール 

申込みが完了すると、登録したメールアドレスに申込みが完了した旨のメールが届きます。 

■パソコンでの手続きイメージ④

申し込み完了画面 

申込みの手続きは以上です。受験票が添付されるまでしばらくお待ちください。 
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01111026
長方形

01111026
長方形



■スマートフォンでの手続きイメージ①

申し込み内容の入力画面 
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■スマートフォンでの手続きイメージ②

申し込み内容の入力画面 

電話番号、メールアドレスの

間違いに御注意ください。 
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■スマートフォンでの手続きイメージ③

申し込み内容の確認画面  申し込み完了画面 

到達通知メール 

申込みが完了すると、登録したメールアドレスに申込み

が完了した旨のメールが届きます。 

申込みの手続きは以上です。受験票が添付され

るまでしばらくお待ちください。 

申し込む前にもう一度、全て

の項目について間違いがない

か確認してください。 

「到達番号」、「問合せ番号」は申込み

状況の照会時などで必要となります。 

必ず控えをとっておいてください。 
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