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事前予約連絡先

※電話する時間は
平日の
１０：００～１７：００の
間で行ってくださ
い。

各60分 各60分 各90分 各120分 開
催
場
所

機関名

2/13（水） 2/14（木） 2/15(金)
各
回
の
定
員

国の機関が一堂に会する県内最大級のイベント！！！
直接、各機関の職場を訪問し、実際の職場を見学しながら業務説明を受けることができる説明会となっております。また、職場見
学の他にもさまざまなプログラムをご用意しております。※参加するには、電話にて事前予約が必要となります。
予約の受付は、各回の定員に達しだい終了します。　     事前予約期間【１/２３（水）１０：００～２/６（水）１７：００】
人事院沖縄事務所ホームページ（http://www.jinji.go.jp/okinawa/）

11:30 14:00 15:30 17:00 11:30 14:00 15:30 17:00 11:30 14:30 16:30 11:30 16:30 16:30

1 人事院沖縄事務所 ○ ○ ○ ○ 15
098-834-8400

総務課

2 皇宮警察本部 ○ ○ ○ 30
03-3217-1516

警務課人事第二係

3 那覇地方法務局 ○ ○ 15
098-854-7951
総務課人事係

九州地方更生保護委員
会事務局那覇分室

那覇保護観察所

5 福岡入国管理局那覇
支局

○ ○ 18
098-832-4185
総務課総務係

6 那覇地方検察庁 ○ ○ ○ ○ 20
098-835-9200
総務課人事係

7 沖縄国税事務所
○

国専
○

国専
○

国専
○

税職
30

098-867-3601(内線516)
人事課第二係

8 沖縄麻薬取締支所 ○ 22
098-854-2584

捜査課

9 沖縄気象台 ○ ○ 30
098-833-4013
総務課人事係

10 沖縄総合事務局
○

行政
30

098-866-0045
人事課任用係

11 沖縄労働局 ○ 30
098-868-4003
総務課人事係

12 那覇検疫所 ○ 10
098-868-8037

総務課

13 那覇植物防疫事務所 ○ ○ 6
098-868-0715
庶務課庶務係

14 動物検疫所沖縄支所 ○ ○ 4
098-861-4370

検疫課

15 第十一管区海上保安
本部

○ ○ 30
098-867-0118(内線2134)

人事課第一人事係

16 沖縄刑務所 ○ 30
098-948-1096
庶務課人事係

17 那覇少年鑑別所 ○ ○ 15
098-862-4606

庶務課

18 沖縄地区税関 ○ ○ 25
098-868-9223

人事係

19 沖縄森林管理署 ○ 20
098-868-8829
総務課総務係

20 那覇航空交通管制部 ○ ○ 10
098-858-7123
総務課人事係

陸上自衛隊西部方面
総監部

沖縄防衛局

○
那覇第１
地方合同
庁舎で開

催

4 ○

○

098-853-2945
那覇保護観察所

企画調整課庶務係

那覇第２地
方合同庁舎

で開催

那覇港湾
合同庁舎
で開催

各官署で
開催

21 ○

20

20
098-921-8140
総務課人事係

○



平成２４年度沖縄地区官庁ＯＰＥＮセミナー

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。

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・質疑応答
対象試験区分 一般職大卒（行政）
集合場所 那覇第１地方合同庁舎　西棟５階（人事院業務室）
駐車スペース あり（庁舎敷地内　第２駐車場）

　※駐車台数には限りがあり、駐車できない場合もあります。
身分証等 不要

2 皇宮警察本部

予約方法 電話予約 03-3217-1516（警務課人事第二係）
プログラム内容業務説明・座談会・質疑応答・ビデオ等放映
対象試験区分 専門職大卒（皇宮護衛官）、専門職高卒（皇宮護衛官）
集合場所 那覇第１地方合同庁舎　１階（大会議室）
駐車スペース あり（庁舎敷地内　第２駐車場）

　※駐車台数には限りがあり、駐車できない場合もあります。
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）

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
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１地方合同庁舎　西棟３階（会議室）
駐車スペース あり（庁舎敷地内　第２駐車場）

　※駐車台数には限りがあり、駐車できない場合もあります。
身分証等 不要

九州地方更生保護委員会事務局那覇分室
那覇保護観察所 　〈合同で開催します〉

予約方法 電話予約 098-853-2945（那覇保護観察所企画調整課庶務係）

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 専門職大卒（法務省専門職員（人間科学））
集合場所 那覇第１地方合同庁舎　東棟７階（会議室）
駐車スペース あり（庁舎敷地内　第２駐車場）

　※駐車台数には限りがあり、駐車できない場合もあります。
身分証等 不要

5 福岡入国管理局那覇支局

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・座談会・質疑応答
対象試験区分 一般職大卒（行政）、専門職高卒（入国警備官）
集合場所 那覇第１地方合同庁舎　東棟８階（会議室）
駐車スペース あり（庁舎敷地内　第２駐車場）

　※駐車台数には限りがあり、駐車できない場合もあります。
身分証等 不要

4

電話予約

電話予約

電話予約

電話予約

電話予約
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平成２４年度沖縄地区官庁ＯＰＥＮセミナー

6 那覇地方検察庁

予約方法 電話予約 098-835-9200（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）
集合場所 那覇第１地方合同庁舎　東棟５階（大会議室）
駐車スペース あり（庁舎敷地内　第２駐車場）

　※駐車台数には限りがあり、駐車できない場合もあります。
身分証等 不要

7 沖縄国税事務所

予約方法 電話予約 098-867-3601（内線516）人事課第二係
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１地方合同庁舎　１階（大会議室）
駐車スペース あり（庁舎敷地内　第２駐車場）

　※駐車台数には限りがあり、駐車できない場合もあります。
身分証等 不要

8 沖縄麻薬取締支所

予約方法 電話予約 098-854-2584（捜査課）
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１地方合同庁舎　西棟５階（中会議室）
駐車スペース あり（庁舎敷地内　第２駐車場）

　※駐車台数には限りがあり、駐車できない場合もあります。
身分証等 不要

電話予約

電話予約

電話予約

身分証等 不要

9 沖縄気象台

予約方法 電話予約 098-833-4013（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・ビデオ等放映
対象試験区分 総合職院卒・大卒（数理科学・物理・地球科学）

一般職大卒（行政、電気･電子･情報、物理、化学）
集合場所 那覇第１地方合同庁舎　西棟１階（会議室）
駐車スペース あり（庁舎敷地内　第２駐車場）

　※駐車台数には限りがあり、駐車できない場合もあります。
身分証等 不要

10 沖縄総合事務局

予約方法 電話予約 098-866-0045（人事課任用係）
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）、専門職大卒（財務専門官）
集合場所 那覇第２地方合同庁舎　２号館１階（A・B会議室）
駐車スペース あり（庁舎敷地内）
身分証等 必要（要持参）

11 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・質疑応答
対象試験区分 一般職大卒（行政）　専門職大卒（労働基準監督官）
集合場所 那覇第２地方合同庁舎　１号館２階（中会議室）
駐車スペース あり（庁舎敷地内）
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

電話予約

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

電話予約
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平成２４年度沖縄地区官庁ＯＰＥＮセミナー

12 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（旅行医学情報センター）
駐車スペース なし（近隣に有料の駐車場があります。）

　※公共の交通機関等をご利用ください。
身分証等 不要

13 那覇植物防疫事務所

予約方法 電話予約 098-868-0715（庶務課庶務係）
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（農学）
集合場所 那覇港湾合同庁舎　５階（事務所）
駐車スペース なし（近隣に有料の駐車場があります。）

　※公共の交通機関等をご利用ください。
身分証等 必要（要持参）

14 動物検疫所沖縄支所

予約方法 電話予約 098-861-4370（検疫課）
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）

電話予約

電話予約

電話予約

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（一般職試験相当）

集合場所 那覇港湾合同庁舎　４階（事務室）
駐車スペース なし（近隣に有料の駐車場があります。）

　※公共の交通機関等をご利用ください。
身分証等 不要

15 第十一管区海上保安本部

予約方法 電話予約 098-867-0118（内線2134）人事課第一人事係
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・採用試験説明
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　３階（第２共用会議室）
駐車スペース なし（近隣に有料の駐車場があります。）

　※公共の交通機関等をご利用ください。
身分証等 不要

16 沖縄刑務所

予約方法 電話予約 098-948-1096（庶務課・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 専門職高卒（刑務官）
集合場所 沖縄刑務所庁舎２階会議室
駐車スペース あり
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

電話予約
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17 那覇少年鑑別所

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）
駐車スペース なし（公共の交通機関等をご利用ください。）
身分証等 必要（要持参）

18 沖縄地区税関

予約方法 電話予約 098-868-9223（人事課人事係）
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）
集合場所 沖縄地区税関　本庁舎　広報展示室
駐車スペース なし（近隣に有料の駐車場があります。）

　※公共の交通機関等をご利用ください。
身分証等 不要

19 沖縄森林管理署

予約方法 電話予約 098-868-8829（総務課総務係）
プログラム内容業務説明・体験談・座談会・質疑応答
対象試験区分 一般職大卒（行政、土木、林学）、一般職高卒（林業）

ビ

電話予約

電話予約

電話予約

集合場所 久米ビル４階（会議室）
駐車スペース なし（近隣に有料の駐車場があります。）

　※公共の交通機関等をご利用ください。
身分証等 不要

20 那覇航空交通管制部

予約方法 電話予約 098-858-7123（総務課人事係）
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）、専門職大卒（航空管制官）、

専門職高卒（航空保安大学校学生）
集合場所 那覇航空交通管制部１階会議室
駐車スペース あり
身分証等 必要（要持参）

21 陸上自衛隊西部方面総監部
沖縄防衛局 　〈合同で開催します〉

予約方法 電話予約 098-921-8140（総務課人事係）
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）
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
駐車スペース あり（嘉手納町役場）

※駐車できない場合は近隣の有料駐車場をご利用ください。
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

電話予約

電話予約

電話予約

電話予約

電話予約

電話予約
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Googleマップより

　　　   バス停               モノレール駅  駐車可能 　 有料駐車場

各機関のセミナー会場地図一覧

P

P

P

駅

可

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／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

最寄り駅／「おもろまち」徒歩２０分

最寄りバス停／「上之屋一丁目」徒歩２分

参加者用の駐車スペース／あり

可

駅

P

P

P

駅

駅

可

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／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

最寄り駅／「おもろまち」徒歩２０分

最寄りバス停／「上之屋一丁目」徒歩２分

参加者用の駐車スペース／あり

可

駅

P

P

P

駅

駅

可

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／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
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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（自家用車でのご来場はご遠慮ください。）

近隣の有料駐車場／あり

P

P

新港ふ頭船客待合所

参加者用の駐車スペース/あり（施設内）

（参考）

最寄りバス停／

「つきしろの街入口」徒歩３０分：バス３９番

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（自家用車でのご来場はご遠慮ください。）

近隣の有料駐車場／あり

P

P

新港ふ頭船客待合所

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／なし

（自家用車でのご来場はご遠慮ください。）

参加者用の駐車スペース/あり（施設内）

（参考）

最寄りバス停／

「つきしろの街入口」徒歩３０分：バス３９番

「東つきしろ」徒歩２０分：バス４１番

可

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（自家用車でのご来場はご遠慮ください。）

近隣の有料駐車場／あり

P

P

新港ふ頭船客待合所

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／なし

（自家用車でのご来場はご遠慮ください。）

参加者用の駐車スペース/あり（施設内）

（参考）

最寄りバス停／

「つきしろの街入口」徒歩３０分：バス３９番

「東つきしろ」徒歩２０分：バス４１番

可
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P

駅

最寄りの駅／「旭橋」徒歩１０分

最寄りバス停／「那覇港前」徒歩１分

参加者用の駐車スペース／なし（自家用車でのご来場はご遠慮ください。）

近隣の有料駐車場／あり

P

駅

最寄りの駅／「旭橋」徒歩１０分

最寄りバス停／「那覇港前」徒歩１分

参加者用の駐車スペース／なし（自家用車でのご来場はご遠慮ください。）

近隣の有料駐車場／あり

沖縄森林管理署
P

駅

最寄りの駅／「県庁前」徒歩５分

最寄りバス停／「那覇商業高校前」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

P

駅

最寄りの駅／「旭橋」徒歩１０分

最寄りバス停／「那覇港前」徒歩１分

参加者用の駐車スペース／なし（自家用車でのご来場はご遠慮ください。）

近隣の有料駐車場／あり

沖縄森林管理署
P

駅

最寄りの駅／「県庁前」徒歩５分

最寄りバス停／「那覇商業高校前」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
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P
沖縄防衛局

最寄りの駅／「那覇空港」徒歩２０分

参加者用の駐車スペース／あり（施設内）

駅

那覇航空交通管制部

可

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（嘉手納町役場）

近隣の有料駐車場／あり

可

P
沖縄防衛局

嘉手納町役場

最寄りの駅／「那覇空港」徒歩２０分

参加者用の駐車スペース／あり（施設内）

駅

那覇航空交通管制部

可
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