
1 人事院沖縄事務所

予約方法 電話予約 098-834-8400（総務課）
プログラム内容 職場見学、業務説明、その他（フリートーク）
対象試験区分 一般職大卒（行政）
集合場所 那覇第一地方合同庁舎　西棟５階（人事院業務室）
身分証等 不要

2 九州管区警察局沖縄県情報通信部

予約方法 電話予約 098-862-0110（内線6011,6013）（通信庶務課庶務係）
プログラム内容 業務説明、体験談、質疑応答
対象試験区分 一般職大卒（行政、電気・電子・情報、機械、土木、建築、物理)
集合場所 那覇第一地方合同庁舎　西棟５階（共用小会議室）
身分証等 不要

3 那覇地方法務局

予約方法 電話予約 098-854-7951（総務課人事係）
プログラム内容 職場見学、業務説明、座談会、質疑応答
対象試験区分 一般職大卒（行政）
集合場所 那覇第一地方合同庁舎　西棟３階（専用会議室）
身分証等 不要

4 那覇地方検察庁

予約方法 電話予約 098-835-9212（総務課人事係）
プログラム内容 業務説明、質疑応答、ビデオ等放映
対象試験区分 一般職大卒（行政）、一般職高卒（事務）
集合場所 那覇第一地方合同庁舎　東棟４階（大会議室）
身分証等 不要

プログラム内容等は変更になる場合があります。ご了承ください。
各機関における「対象試験区分」の記載と、令和２年度試験における
採用予定とは、必ずしも一致しません。

沖縄地区官庁ＯＰＥＮセミナー
各機関のセミナー実施内容一覧

電話予約

電話予約

電話予約

１～9 那覇第一地方合同庁舎 （那覇市樋川１－１５－１５）
最寄り駅／「県庁前」徒歩２０分、「壺川」徒歩２５分

最寄りバス停／「那覇高校前」徒歩５分、「開南」徒歩１０分、「松尾」徒歩１５分

参加者用の駐車スペース／なし

近隣の有料駐車場／あり

電話予約



5 九州地方更生保護委員会那覇分室

予約方法 電話予約 098-853-2947（庶務係）
プログラム内容 職場見学、業務説明、体験談、質疑応答、ビデオ等放映
対象試験区分 一般職大卒（行政）、一般職高卒（事務）、

専門職大卒（法務省専門職員（人間科学）保護観察官）
集合場所 那覇第一地方合同庁舎　東棟７階
身分証等 不要

6 沖縄国税事務所

予約方法 電話予約 098-867-3601（内線516）(人事課人事第二係）
プログラム内容 業務説明、体験談、質疑応答、ビデオ等放映
対象試験区分 専門職大卒（国税専門官）、専門職高卒（税務職員）
集合場所 那覇第一地方合同庁舎　１階（大会議室）
身分証等 不要

7 沖縄麻薬取締支所

予約方法 電話予約 098-854-2584
プログラム内容 業務説明、質疑応答、ビデオ等放映
対象試験区分 一般職大卒（行政）
集合場所 那覇第一地方合同庁舎　１階（大会議室）
身分証等 不要

8 国土地理院沖縄支所

予約方法 電話予約 098-855-2595（総務係）
プログラム内容 職場見学、業務説明、質疑応答、ビデオ等放映
対象試験区分 総合職院卒・大卒、一般職大卒（技術系全区分）
集合場所 那覇第一地方合同庁舎　西棟４階
身分証等 不要

9 沖縄気象台

予約方法 電話予約 098-833-4281（総務課人事係）
プログラム内容 職場見学・業務説明・座談会・質疑応答
対象試験区分 総合職院卒・大卒（工学、数理科学・物理・地球科学、

　　　　　　　　　　　　化学・生物・薬学）
一般職大卒（行政、電気･電子･情報、物理、化学）

集合場所 那覇第一地方合同庁舎　西棟８階（会議室）
身分証等 不要

電話予約

電話予約

電話予約

電話予約

電話予約



10 沖縄総合事務局

予約方法 メール予約　　jinji@ogb.cao.go.jp　（総務部人事課任用係）

プログラム内容 業務説明、質疑応答
対象試験区分 一般職大卒（行政、電気・電子・情報、機械、土木、

　建築、物理、化学、農学、農業農村工学、林学）
一般職高卒（技術）
専門職大卒（財務専門官）

集合場所 那覇第二地方合同庁舎　２号館１階
身分証等 不要

11 沖縄行政評価事務所

予約方法 電話予約 098-866-0145（総務課）
プログラム内容 職場見学、業務説明、体験談、質疑応答
対象試験区分 一般職大卒（行政）
集合場所 那覇第二地方合同庁舎　１号館４階
身分証等 必要（要持参）

12 沖縄労働局

予約方法 電話予約 098-868-4003（総務課人事係）
プログラム内容 職場見学、業務説明、座談会、質疑応答
対象試験区分 一般職大卒（行政）、一般職高卒（事務）、　

専門職大卒（労働基準監督官）
集合場所 那覇第二地方合同庁舎　１号館２階（小会議室）
身分証等 不要

メール件名に「官庁OPENセミナー参加希望：氏名」、メー
ル本文に｢氏名(漢字)｣｢緊急連絡先(携帯)｣｢最終学歴｣「参
加希望開催時間帯区分（例：A）」「受験予定区分」を記入
してください。
（定員超過の場合は、キャンセル待ちとなりますので、その
旨、メールにて連絡いたします。返信メールがない場合
は、予約完了となります。）※電話予約不可

メール

予約

１0～１2 那覇第二地方合同庁舎 （那覇市おもろまち２－１－１）
最寄り駅／「おもろまち」徒歩２０分

最寄りバス停／「合同庁舎前」徒歩１分

参加者用の駐車スペース／あり（駐車台数に限りがあり、駐車できない場合もありますのでご了承ください。）

近隣の有料駐車場／あり

電話予約電話予約

電話予約電話予約



13 那覇検疫所

予約方法 電話予約 098-868-8037（総務課）
プログラム内容 職場見学、業務説明、座談会、質疑応答、ビデオ等放映
対象試験区分 専門職大卒（食品衛生監視員）
集合場所 那覇港湾合同庁舎　４階
身分証等 必要（要持参）

14 那覇植物防疫事務所

予約方法 電話予約 098-868-0715（調整指導官又は庶務課庶務係）
プログラム内容 職場見学、業務説明、座談会、質疑応答、ビデオ等放映

※座談会については３月４日のみ実施
対象試験区分 一般職大卒（化学、農学）
集合場所 那覇港湾合同庁舎　５階（図書標本室）
身分証等 不要

15 動物検疫所沖縄支所

予約方法 電話予約 098-861-4370（新堀、小平）
プログラム内容 職場見学、業務説明、質疑応答、ビデオ等放映
対象試験区分 獣医系技術職員（総合職試験相当）

畜産系技術職員（一般職試験（大卒程度試験）相当）
集合場所 那覇港湾合同庁舎　４階（動物検疫所沖縄支所事務所）
身分証等 必要（要持参）

16 第十一管区海上保安本部

予約方法 電話予約 098-867-0118 (人事課第一人事係)
プログラム内容 業務説明、座談会
対象試験区分 専門職高卒（海上保安学校学生、海上保安大学校学生）
集合場所 那覇港湾合同庁舎　５階　第１共用会議室
身分証等 必要（要持参）

予約方法 電話予約 098-865-2301（総務課職員係）
プログラム内容 職場見学、業務説明、質疑応答、ビデオ等放映
対象試験区分 一般職大卒（行政、電気・電子・情報)
集合場所 那覇市旭町１－９　カフーナ旭橋B街区５階
身分証等 必要（要持参）

電話予約

電話予約

電話予約

電話予約

１3～１6 那覇港湾合同庁舎 （那覇市港町２－１１－１）
最寄りバス停／「安謝橋」徒歩２０分、「ふ頭入口」（那覇バス１０１番）徒歩１分

参加者用の駐車スペース／なし

近隣の有料駐車場／あり

１7 沖縄総合通信事務所 （那覇市旭町１－９ カフーナ旭橋Ｂ街区５階）
最寄りの駅／「旭橋」徒歩３分

最寄りバス停／「那覇バスターミナル」徒歩５分

参加者用の駐車スペース／なし

近隣の有料駐車場／あり

電話予約



予約方法 電話予約 098-948-1096（内202）庶務係長
プログラム内容 職場見学、業務説明、質疑応答
対象試験区分 専門職高卒（刑務官）刑務A、刑務A（武道）
集合場所 沖縄刑務所　正面玄関
身分証等 必要（要持参）

予約方法 電話予約 098-997-5100（庶務課）
プログラム内容 職場見学、業務説明、質疑応答
対象試験区分 専門職大卒（法務省専門職員（人間科学））
集合場所 沖縄少年院（正面玄関）
身分証等 必要（要持参）

予約方法 電話予約 098-862-4606（庶務課）
プログラム内容 職場見学、業務説明、質疑応答
対象試験区分 専門職大卒（法務省専門職員（人間科学））
集合場所 那覇少年鑑別所　１階（会議室）
身分証等 必要（要持参）

予約方法 電話予約 098-832-4185（総務課総務係）
プログラム内容 業務説明、質疑応答
対象試験区分 一般職大卒（行政）、一般職高卒（事務）、専門職高卒（入国警備官）
集合場所 福岡出入国在留管理局那覇支局那覇空港出張所
身分証等 必要（要持参）

１8 沖縄刑務所 (南城市知念字具志堅３３０)
最寄りバス停／「沖縄刑務所前」徒歩１分

参加者用の駐車スペース／あり（駐車台数に限りがあり、駐車できない場合もありますのでご了承ください。）

２２ 沖縄地区税関

２０ 那覇少年鑑別所 （那覇市西３－１４－２０）
最寄りの駅／「旭橋」徒歩１５分

最寄りバス停／「三重城」徒歩７分

参加者用の駐車スペース／あり（駐車台数に限りがあり、駐車できない場合もありますのでご了承ください。）

電話予約

電話予約

最寄りの駅／「那覇空港駅」徒歩５分

最寄りバス停／「那覇空港国際線旅客ターミナル前」徒歩２分

参加者用の駐車スペース／なし

近隣の有料駐車場／あり 電話予約

２１ 福岡出入国在留管理局那覇支局
会場は福岡出入国在留管理局那覇支局那覇空港出張所（那覇市字鏡水２８０ 那覇空港国際線ターミナル庁舎２階）

１９ 沖縄少年院・沖縄女子学園 （糸満市字真栄平１３００）
最寄りバス停／「仲座入口」徒歩１５分

参加者用の駐車スペース／あり（駐車台数に限りがあり、駐車できない場合もありますのでご了承ください。）

電話予約



予約方法 電話予約 098-996-5514（人事課・人事係）
プログラム内容 職場見学、業務説明、質疑応答、ビデオ等放映
対象試験区分 一般職大卒（行政、電気・電子・情報、化学）

一般職高卒（事務）
集合場所 那覇空港税関支署・那覇空港国際線ターミナル庁舎２階共用会議室

※沖縄地区税関本庁舎ではありません。ご注意ください。
身分証等 不要

予約方法 電話予約 098-918-0210
プログラム内容 業務説明、体験談、質疑応答
対象試験区分 総合職院卒・大卒（森林・自然環境）

一般職大卒（行政、建築、土木、林学）
一般職高卒（事務、農業土木、林業）

集合場所 那覇市壺川３－２－６　壺川ビル３階
身分証等 不要

予約方法 HPから予約

URL：https://www.mod.go.jp/j/saiyou/ippan_senmon/setsumei/ij_ig_se/okinawa.html

お問い合わせは098-921-8140（総務課　幸地）
プログラム内容 業務説明、座談会、質疑応答
対象試験区分 一般職大卒（行政、電気･電子･情報、機械、土木、建築、物理、化学）

一般職高卒（事務、技術）
一般職社会人（係員級）（事務、技術）
防衛省専門職（語学、国際関係）

集合場所 沖縄防衛局　４階講堂
身分証等 必要（要持参）

予約方法 電話予約 098-921-5531（管理課総務経理第一係）
プログラム内容 職場見学、業務説明、座談会
対象試験区分 一般職大卒（行政）、一般職高卒（事務）
集合場所 嘉手納町字屋良１０５８－１　２階
身分証等 必要（要持参）

防衛省ＨＰ又は沖縄防衛局ＨＰ　⇒　採用情報
⇒　一般職（大卒：事務系）　⇒　説明会等スケジュール
⇒　沖縄地区

２２ 沖縄地区税関
会場は那覇空港税関支署 （那覇市字鏡水２８０ 那覇空港国際線ターミナル庁舎２階）
最寄りの駅／「那覇空港駅」徒歩５分

最寄りバス停／「那覇空港国際線旅客ターミナル前」徒歩２分

参加者用の駐車スペース／なし

近隣の有料駐車場／あり

２３ 沖縄森林管理署 （那覇市壺川３－２－６ 壺川ビル３階）
最寄りの駅／「壺川」徒歩２分

最寄りバス停／「旭町」徒歩５分

参加者用の駐車スペース／なし

近隣の有料駐車場／あり

最寄りバス停／「嘉手納町役場前」徒歩５分

参加者用の駐車スペース／あり（駐車台数に限りがあり、駐車できない場合もありますのでご了承ください。）

２４ 沖縄防衛局 （嘉手納町字嘉手納２９０－９）

２５ 駐留軍等労働者労務管理機構
沖縄支部 （嘉手納町字屋良１０５８－１）

最寄りバス停／「嘉手納町運動公園入口」徒歩１分

参加者用の駐車スペース／あり（駐車台数に限りがあり、駐車できない場合もありますのでご了承ください。）

電話予約

電話予約

HPより

予約

電話予約


