
国家公務員研究セミナー

参加機関の紹介



 
 
 
 
 

沖縄総合事務局は、沖縄の振興開発を一元的・効率的に推進するために設置された国の総合出先機

関で、内閣府、財務省、農林水産省、経済産業省、国土交通省等の地方支分部局の業務を行っていま

す。職員数は約８８３名で、業務内容は、ダム、道路、港湾空港等の整備、農林水産業の基盤整備等

の公共事業やその他沖縄の振興に直接関係のある各省庁の地方支分部局の仕事を含んでおり、極めて

広範にわたっています。 

 道路整備（国道、沖縄西海岸道路、那覇空港自動車道等の整備） 
 ダム整備・管理（安定的な水の確保のためのダム整備・管理） 
 港湾・空港整備（那覇空港、那覇港等）及び公園（海洋博記念公園、首里城公園）整備 
 財務（銀行・保険・証券会社等の検査監督、地方公共団体への資金及び国有財産の貸付等） 
 農林水産業の振興（農山漁村の活性化を図っていくための取り組み、農業用ダム整備、食育の推進、

安全・安心な食料供給の基盤整備、米麦の安定供給、６次産業化の推進、輸出促進への取り組み等） 
 産業振興（地方創生、成長産業分野の推進、産学官連携、中小企業等への支援等） 
 運輸交通（バス・タクシー・船舶等の公共輸送機関の指導監督、観光振興等） 
 北部振興事業及び駐留軍用地跡地利用等の推進 

上記業務は、業務全体の中のほんの一部です。詳細は、下記連絡先に記載のホームページアドレスから確認できます。 

 
                  （単位：人（カッコ内は女性）） 

  24 年度 25 年度 26 年度 27 年度 28 年度 

大

卒 
程

度 

行政区分 ０ ６(3) １１(4) １１(3) １１(6) 

技術系区分 ０ ９(3) ９(4) ９(3) １３(3) 

財務専門官 ０ ２(0) ０ ２(2) ２(1) 

        平成 29 年 1 月 1 日現在（28 年度は採用内定者数） 
 
○勤 務 地 は…那覇市所在の本局勤務のほか、沖縄本島内に所在する事務所、宮古、八重山地域に所在 
       する事務所で勤務することもあります。 
○研 修 は…プレゼンテーション研修、リスクマネジメント研修など、多彩な研修を行っています。 
○人事異動は…概ね２～３年をめどに異動します。基本的には沖縄県内での異動となりますが、本府（東 

京都）、関係省庁等へ出向することもあります。 
 
 
 沖縄の振興に広く携わることができる、やりがいのある職場です。 
 仕事のスケールが大きく、社会情勢と密接な繋がりがあるため、自分自身の勉強になります。 
 独自の研修制度に力を注ぐなど、職員の能力向上及び福利厚生の充実に努めています。 
 
 
 国の中枢に関わる仕事ができることが当局の魅力のひとつです。まだまだ勉強不足を痛感させられる
こともありますが、沖縄の振興を下支えしているという確かな実感と仕事の専門性に日々やりがいを感
じています。上司、先輩方も優しく、活気ある職場です。沖縄の発展のために熱意溢れる皆様の入局を
お待ちしております。 （平成２３年１月１日採用 Ｔ.Ｔ） 
 

 
 
   〒９００－０００６ 沖縄県那覇市おもろまち２－１－１  

                      那覇第２地方合同庁舎２号館 

   内閣府沖縄総合事務局 

   総務部人事課任用係 ℡０９８－８６６－００４５（直通） 

   ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞｱﾄﾞﾚｽ  http://www.ogb.go.jp/ 

  １日のスケジュール 
   （あくまでも１つの例です。）

 8:30   出勤 
 9:00  契約事務（決裁起案等） 
10:00  一般競争入札 
11:00    契約事務（予定価格作成等）
12:00  お昼休み（昼食等） 
13:00  資料作成業務（台帳整理等）
14:00  一般競争入札 
15:00  契約事務（契約書作成等） 
17:15  帰宅 



○こんな仕事をしています

○採用状況

H26年度 H27年度 H28年度

 3（2）  3（1） 5（2）

 12（1） 19（2） 16（2）

※（　）は女性で内数。

○採用されたら（警察庁事務官・警察庁技官の場合）

○職場の魅力・ＰＲ

○先輩からのメッセージ（女性）

○問い合わせ先

採用年度

警察庁事務官

警 察 庁 技 官

管区警察局は、国の警察機関である警察庁の地方機関です。

府県警察の警察行政や各種捜査・警備・通信等について、全国的又は地域特性を考慮した見地から、府県警察

ないし、隣接府県警察が一体となった警察活動を行うことができるよう、ブロックセンターとしての調整機能を

果たしています（国家公務員採用一般職（大卒程度）試験合格者からの採用です）。

勤務地：主に九州管区警察局（福岡）及び九州管内各県情報通信部で勤務することとなります。

昇 任：昇任試験制度があり、本人の資質、能力、適性等により係長、課長補佐、課長等の上位職への昇任が可能です。

研 修：４月に福岡県警察学校での採用時研修（約１か月）の後、東京の警察情報通信学校で初任研修

（事務官：約１か月半、技官：約３か月半）を受け、配属先で実務研修が実施されます。

広域化・国際化する治安情勢に迅速・的確に対応するため、警察庁職員には高度な専門的知識・技術が求められます。そこで、

各種専門技術に関する研修課程が多く設けられており、技術・能力の向上を図ることができます。

また、野球・テニス・フットサルなど、余暇を利用したクラブ活動や旅行などのレクリエーションも盛んに行われており、趣

味を生かした活動をしています。

私の所属している沖縄県情報通信部情報技術解析課では、県警察や他の捜査機関からの要請を請け、犯罪に関わったパソコンやス

マートフォン等から犯罪の立証に必要な情報の抽出、可視化を行っています。

抽出した情報により犯罪の事実を裏付けることができ、事件の早期解決につながります。国民が安心して暮らせる社会の実現に貢献

できるため、責任が大きくやりがいのある仕事です。

「警察」と聞くと厳しいイメージを持たれがちですが、職場の雰囲気はとても和やかで、何でも相談できる先輩ばかりなので、女性

の私でも安心して楽しく働くことができます。

警察庁技官として、また、情報技術のプロフェッショナルとして、国民が安全に安心して暮らせる社会を実現するため、一緒に働い

てみませんか。

（M.O 平成２２年（電気・電子・情報）区分採用）

九州管区警察局沖縄県情報通信部通信庶務課

〒900-0021 那覇市泉崎1-2-2（沖縄県警察本部庁舎7F）

℡ 098-862-0110 内線6011、6013

警察庁事務官
【行政九州】

人事、給与、福利厚生及び会計事務

等の業務を担当し、現場で活躍する警

察職員を側面から支援します。

警察庁技官
【電気･電子･情報・機械・土木・建築・物理】

管区内における警察独自の情報通信施設の整備・運

用・維持管理及び電磁的記録の解析等サイバー犯罪捜

査への技術支援が主な業務です。



★ 先輩からのメッセージ

私は現在無線通信課に所属しています。民間企業や自治体

等における陸上無線の許認可を担当しています。この仕事を始

めて、日々の生活で周りを見てみると様々な場面で無線通信が

活用されているのを改めて実感しており、人々の生活に密接に

関わっている無線通信を国という立場から支えていることにやり

がいを感じています。 

私は文系学部出身で、無線通信に関する知識はゼロですが、

わからないことは先輩方が丁寧に教えくれて、とても雰囲気の良

い職場だと感じています。少しでも興味を持たれた方はぜひ説

明会などに参加してみてください！ 

情報通信政策研究所 

沖縄総合通信事務所 

－ ＩＣＴで創る安心元気なちゅら島うちなー － 

★ こんな仕事をしています

総務省の情報通信関係の地方局は、沖縄総合通信事務所を始め、北海道

から九州まで 10カ所の総合通信局があり、次のような業務を行っています。 

・ブロードバンドの普及促進・利用環境の整備

・ＩＣＴ関連産業の振興・集積

・情報通信ベンチャーの育成及び人材育成

・無線局の免許・監督（携帯電話・航空無線・海上無線・放送局等）

・電波の監査・調査及び利用環境保護（不法・違法電波対策等）

・民間事業者による信書の送達に関する法律に基づく許認可

★ 採用状況

 平成２４年度国家公務員一般職（大卒程度） 電気・電子・情報 １名 

 平成２６年度国家公務員一般職（大卒程度） 行政沖縄        １名 

平成２７年度国家公務員一般職（大卒程度） 電気・電子・情報  １名 

 平成２８年度国家公務員一般職（大卒程度） 行政沖縄        １名 

★ 採用されたら

採用後は、情報通信政策研究所（東京）で新規科研修（約１ヶ月）

を行います。勤務地は当事務所（那覇市）で電波・情報通信の許認可 

業務等の仕事につきます。２～４年毎に人事異動がありますが、業務 

研修等に参加することにより、専門的な知識を習得できますので、安 

心して仕事をすることが出来ます。 

★ 職場の魅力、PR

職場は、モノレール旭橋駅やバスターミナルが近くにあり、通勤に便利です。私たちの職場は、

無線の許認可や情報通信行政に携わる業務を行っています。事務室内は全室禁煙で、快適な

環境で仕事ができます。職場では、三線、釣り、野球、バンド、テニスなどサークル活動も盛ん

です。

平成２８年１０月採用の筆者 

連絡先 〒900-8795 

沖縄県那覇市旭町 1-9 カフーナ旭橋 B-1街区 5F  沖縄総合通信事務所総務課職員係 

  電話 098-865-2301 ＦＡＸ 098-865-2311 メール okinawa-syokuin@ml.soumu.go.jp 

mailto:okinawa-syokuin@ml.soumu.go.jp






・平成２５年度 刑務官採用試験  ３名（刑務Ａ） 

                        ２名（刑務Ａ（武道）） 

・平成２６年度 刑務官採用試験  １名（刑務Ａ（武道））  

・平成２７年度 刑務官採用試験  ２名（刑務Ａ） 

２名（刑務Ａ（武道）） 

・平成２８年度 刑務官採用試験  １名（刑務Ａ） 

１名（刑務Ａ（武道）） 

 刑務官として，看守の階級に採用され，矯正研修支所及び採用庁

で初等科研修を行います。上位の研修に競争試験で入所することに

より，実力次第で更に上位の階級に昇進することができます。 

 国家公務員として，国家公務員共済組合に加入することとな

り，各種の給付及び制度の適用を受けることができ，一般の国

家公務員の水準より高い公安職俸給表（一）が適用されます。 

 また，柔道，剣道等の武道訓練や野球，駅伝，サッカー等のク

ラブ活動も活発に行われています。 

 私は，平成２８年１１月１日付けをもって沖縄刑務所

に刑務官として採用され，昼夜勤係として，勤務してい

ます。上司や先輩方々の熱い指導のもと，「受刑者の

更生」という大きな目標に向かって，やりがいのある毎

日を送っております。 

 平成２８年度刑務官採用試験（刑務Ａ） 

                 法務事務官（看守） Ｒ・Ｇ 

  

法務省 沖縄刑務所総務部庶務課 

 

〒９０１－１５１４ 

沖縄県南城市知念字具志堅３３０ 

℡ （０９８）９４８－１０９６ 

 

 

 沖縄刑務所は，職員数２３９名の刑事施設であり，全国に６９庁設置される刑務所，少年刑務

所の１つです。受刑者への指導を通じて，その社会復帰（改善更生）を実現するよう，様々な処遇

を行っています。所管支所として那覇拘置支所，宮古拘置支所及び八重山刑務支所があり，拘置

所業務では，勾留中の被疑者，被告人を収容し，逃走や証拠の隠滅を防止するとともに公平な裁

判を受けられるように配慮しています。 

 

 
 

こんな仕事をしています 

採用状況等 

採用されたら 

職場の魅力 

先輩からの一言 

連絡先 



 

 

 
【こんな仕事をしています】 
 沖縄少年院及び沖縄女子学園は，家庭裁判所から少年院送致決定を受けた少年を収容し，

生活指導，職業指導，教科教育などの教育・訓練を行い，社会生活に適応できる健全な青少

年を育成することを目的とする，法務省所管の施設です。 

☆沖縄少年院 
  職員数６７名。庶務課，教育・支援部門，医務課で構成されています。 

  主に沖縄県内の男子少年を収容し，教科教育及び職業指導を中心とする矯正教育を実施

しています。また，三線やエイサーなどの地域の伝統文化を情操教育の一環として実施し

ています。 

☆沖縄女子学園 
  職員数２８名。教育・支援部門で構成されています。 

  主に沖縄県内の女子少年を収容し，家庭的な環境のもと，面接指導，非行態様別指導，

個室プログラム指導，箱庭療法，内観，社会適応訓練等により，自立心や社会性の育成に

努めています。 

☆那覇少年鑑別所 
  職員数２７名。庶務課，鑑別部門，医務課で構成されています。 

  非行のある少年を家庭裁判所の決定に基づいて収容し，心理学，医学等の専門知識等を

活用し，その少年の非行の原因を解明し，今後の指導・教育の方針を見出す専門機関です。

また，「波之上こころの相談所」を併設し，子どもの問題でお悩みの一般の方からの相談も

受け付けています。 

【採用状況】 
 沖 縄 少 年 院：平成２６年度１名，平成２７年度１名，平成２８年度２名（教官Ａ） 

 沖縄女子学 園：平成２５年度１名，平成２６年度１名（教官Ｂ） 

那覇少年鑑別所：平成２５年度１名（教官 A），平成２６年度１名（心理 A） 

【採用されたら】 
 採用後は，主として教育・支援部門・鑑別部門に配属され，少年の処遇に当たることとな

ります。採用１年目には，矯正研修所の支所において２～３か月間の集合研修を受けます。 

５年目にも専門性を高めるために３か月程度の集合研修を受けます。さらに，競争試験を経

て，６か月程度の研修を受講することにより，幹部職員としての道が拓けます。 

【職場の魅力・ＰＲ】 
 非行のある少年と真正面から向き合い，その少年の成長を信じて，専門知識・技能だけで

なく職員自身の今までの人生そのものを駆使しながら，少年の立ち直りをサポートしていき

ます。彼らに根気強く接していくことを通じて，自分自身も共に成長していくことが実感で

きる職場です。 

【先輩からのメッセージ】 
私は，平成２６年から矯正心理専門職として勤務することとなり，現在も職務に必要な知

識を習得中です。日々，様々な問題を抱えた少年と接していくことは大変な面もありますが，

少年の立ち直りを支援していくことで，自分自身も共に成長できる職場であると感じていま

す。（S．Y：那覇少年鑑別所：平成２６年心理A） 

【連絡先】 
 採用試験（法務省専門職員（人間科学））に関するお問い合わせは，那覇少年鑑別所までご

連絡ください。 

 〒900-0036 那覇市西 3-14-20 那覇少年鑑別所庶務課 ℡(098)862-4606 





＜問い合わせ先＞
法務省福岡入国管理局那覇支局
総務課 総務係
℡ ０９８－８３２－４１８５

入国管理局ホームページ http://www.immi-moj.go.jp

入国管理局では，空港や港での出入国審査のほか，
日本に滞在する外国人の滞在期間の延長などの在留
管理や法違反者を退去強制する業務を行っています。

訪日外国人が増加しているということが最近のニュー
スで話題となることが多いですが，空港だけではなくク
ルーズ船が入港する海港においても同様で，外国人
入国者の多さに驚きました。

私自身は，語学に興味があり，入国管理局を志望し
ました。実際に出入国管理の現場で仕事をしてみると，
英語をはじめとした多様な言語が飛び交い日々刺激を
受けています。

業務では，先輩職員や上司が丁寧に教えてくれたり，
アドバイスをくれたりするので安心して業務を行うこと
ができます。

入国管理局は，「水際で日本の治安を守る」という重
要な使命をもっており，やりがいのある仕事だと思いま
す。

Ｎ・Ｓ 平成２７年採用（一般職（高卒程度）事務沖縄）

～ 一日の業務スケジュール ～
（審査部門Ａ審査官の一日）

８：３０ 出勤（窓口業務準備・業務打合等）
９：００ 在留審査窓口業務（申請受理・行政相談等）
１２：００ 昼食
１３：００ クルーズ船審査（那覇港）
１６：００ 那覇港から帰庁（電算処理・統計業務等）
１７：１５ 退庁

～ 一日の業務スケジュール ～
（那覇空港出張所Ｂ審査官の一日）

９：００ 出勤（業務準備・業務打合等）
９：３０ 入国審査業務
１２：００ 昼食
１３：００ 入国審査業務
１５：００ 出国審査業務
１７：４５ 退庁

http://www.immi-moj.go.jp/
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 那覇公安調査事務所 
 〒900-0022 那覇市樋川１－１５－１５ 那覇第一地方合同庁舎内 

                        ℡ （０９８）８５３－２９４８ 
               公安調査庁ホームページ http://www.moj.go.jp/psia/ 

 【 こんな仕事をしています 】  

 公安調査庁は，「破壊活動防止法」や「無差別大量殺人行為を行った団
体の規制に関する法律」に基づき，暴力によって自らの主義主張を実現し
ようとする破壊的団体や無差別大量殺人行為を行った団体について調査
し，規制の必要があると認められる場合には，公安審査委員会に対して，
解散の指定や観察処分等を請求します。 
 また，調査において収集・分析した内外情勢に関する情報を随時官邸を
含む関係機関等に提供することにより，政府の施策決定に寄与していま
す。 

 【 採用後の処遇 】  

 採用は，男女の区別なく，人物本位で行っており，平成２６年度に２人，
平成２７年度に１人を採用しています。勤務地は原則として，那覇市，福岡
市，熊本市ですが，幅広い知識と経験を積むため，本庁（東京都）のほ
か，他の公安調査局や他省庁（内閣官房，在外公館を含む外務省等）に
異動することもあります。勤務成績が特に優秀な職員は，幹部要員として
選抜・処遇します。 
※採用・処遇については，こちらのページも御参照ください。 
 ⇒ http://www.moj.go.jp/psia/kouan_saiyo_shogu.html 

九州公安調査局 

熊本公安調査事務所 

那覇公安調査事務所  【 職場の魅力・ＰＲ 】  

 公安調査官が行う情報収集は，役所の外に出て人から話を聞く，いわゆ

る「ヒューミント」が中心です。そのため，好奇心旺盛な方，活動的な方，政

治・社会情勢に関心のある方，公共の安全を守ることに情熱を持つ方は，

男女の別に関係なくやりがいを感じられます。“情報のプロ”を目指した研

修にも力を入れており，各段階に応じた研修や語学研修なども実施してい

ます。 

 また，仕事と家庭生活の両立のため，産前・産後休暇や育児休業，子の

看護休暇，男性職員の育児参加休暇等を取得することができます。 

 「個性をいかして働きたい」と考える人にとって，公安調査官は魅力的な仕事だと

思います。それは，公安調査官の仕事が，様々な人々と会う中で，自分の個性を

アピールして，相手から「この人なら話をしてもよい」と思われるような信頼関係を

築き，その上で政府の施策決定に寄与できる情報を入手することだからです。 
 私は入庁後，上司や先輩が創意工夫を凝らして自分らしく働いている姿を見な

がら，日々多くのことを学んでいます。公安調査官の仕事に少しでも興味を持たれ

た方は是非，公安調査庁を官庁訪問してみてください。 
（平成２６年度一般職（大卒程度）採用 行政・沖縄） 

 【 対象試験区分 】  

一般職（大卒程度）・行政区分 

 【 先輩からのメッセージ 】  

 【 問合せ先 】  

http://www.moj.go.jp/psia/


☆ 採用されたら 

 ４月１日の採用後、千葉県柏市の財務省税関研修所において、

採用職員研修（一般職(大卒)は約２月、一般職(高卒)は約６月）

を受講した後、管轄官署に配置されます。 

管轄官署 

沖縄地区税関（本庁舎・分庁舎）、那覇外郵出張所、那覇空港税関

支署、沖縄税関支署、石垣税関支署、平良出張所、与那国監視署 

☆ 職場の魅力・ＰＲ  

 密輸取締、輸出入貨物の通関、関税等に関する税務調査など幅広い業務を行っ 

ており、２・３年サイクルで人事異動するので、様々な経験を積む事ができ、成 

長できる職場です。 

 また、仕事以外においても野球、サッカー、テニス、柔道等のサークル 

活動も盛んに行われ、年一回全国大会を開催しているサークルもあります。 

 

☆ 先輩からのメッセージ  

 私が所属する那覇空港税関支署監視部門では、主に航空機旅客に対する取締業務を行っ

ています。近年、未成年者による薬物犯罪増加に伴い、水際における取締対策が注目され、

常に緊張感と責任感を感じながら、薬物や拳銃等の社会悪物品の摘発を目標に社会の安

全・安心の実現に取り組んでいます。この仕事の難しいところは、多くの善良な旅客の中

から、わずかしかいない薬物等の密輸入者といったリスクの高い旅客に対し選定・検査を

行い摘発に結び付けることです。だからこそ、摘発した時の達成感と喜びは一潮であり、

やりがいを感じる最高の瞬間でもあります。また、税関の業務は多岐にわたります。その

ため、各分野における充実した研修制度や他税関への出向・人事交流といったフォローア

ップがきちんとされており、自身の可能性を広げるチャンスにもなります。 

 さらに仕事だけでなく、クラブ活動も盛んに行われ、とても働きやすい職場環境が整っ

ています。多種多様な仕事に挑戦したい、または、自分が専攻していることを仕事に生か

したいと考えている方は、ぜひ、業務説明会や官庁訪問に足を運んでみてください。 

                （平成２４年度採用 一般職（大卒程度）添石事務官） 

） 

 
 

 

 

（沖縄地区税関職員数約２３０名） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☆ 採用状況  

28年度一般職(大卒)12名(行政,化学)、(高卒)5名(事務) 

27 年度一般職(大卒)５名(行政)、(高卒)２名(事務) 

26 年度一般職(大卒)３名(行政) 

○連絡先   沖縄地区税関 人事課人事係 

 〒900-0025 那覇市壺川 3-2-6 壺川ビル 3 階 

 電話番号  098-996-5514 

 ＨＰ    http://www.okinawa-customs.go.jp 

当直勤務の流れ 

09：00～ 

事務処理、 

航空旅客検査、 

業者対応など 

24：00～ 

 仮眠 

06：00～ 

 旅客検査準備 

09：00～ 

 事務引継ぎ 

☆ こんな仕事をしています  

税関は貨物の輸出入に当たり、その手続が適法に行われているかどうかについて、

書類の審査や貨物の検査を行っており、私たちの社会の安全を守り経済の秩序を維持

するために、けん銃や麻薬・覚せい剤などの密輸入を水際において取締り、豊かな国

民経済、安全な国民生活そして、日本の国際化に貢献しています。 



   

    

 

 

国税庁は、国の財政基盤を支える内国税の賦課・徴収を行う官庁です。 

公平な税務行政を推進し、この国の財源と人々の暮らしを守るという大きな使命があり

ます。 

 

○このような仕事をしています          ○採用状況 
＜納税者サービス＞                     平成 28 年 国税専門官 11 名   税務職員 ５名 

税務相談や申告指導、税に関する情報提供等を行い      平成 27 年 国税専門官 ４名  税務職員 ３名 

ます。                           平成 26 年 国税専門官 ８名  税務職員 ２名 

＜管理運営・徴収＞                     平成 25 年 国税専門官 ４名  税務職員 ２名 

税金の納付管理、納期限までに納付されない税金の      平成 24 年 国税専門官 ４名  税務職員 ２名 

督促や滞納処分を行います。差し押さえ等の強制手続      平成 23 年 国税専門官 ６名  税務職員 ４名 

を執ることもあります。 

＜税務調査＞                         

納税者からの申告が適正になされているか調査を行 

います。中には査察のような強制調査もあります。 

 

○採用されたら 
４月１日の採用後、税務大学校へ入校し、税に関する専門知識等の研修を受講します。その後、沖縄県内の６つの

税務署やこれを管轄する沖縄国税事務所で勤務することになります。本人の希望と努力次第では、財務省や国税庁へ

の登用もあり、活躍のステージは広がります。 

※ 国税専門官採用者（大学卒業程度）と税務職員採用者（高校卒業程度）では、研修期間に違いがあります。また、

税務職員採用者は、研修終了後、３年間東京国税局管内の税務署で勤務した後、沖縄で勤務することになります。 

 

○職場のＰＲ 
私たちは、｢正直者がバカをみる社会であってはならない｣という気概を持って職務に望んでいます。仕事を通して

様々な経験や見識を身に付けることができますし、スキルアップのための各種研修制度が非常に充実しています。ま

た、仕事と家庭の両立支援を職場全体でサポートしており、ライフステージに応じた働き方をすることができます。 

 

○先輩からのメッセージ 

私は那覇税務署の管理運営部門で、窓口や e-Taxで提出された申告書等の処理、国 

税に関する一般的な相談対応のほか、税金を納めに来られた方々の現金領収事務など 

を担当しています。担当している事務すべてにおいて緊張感が伴いますが、周りにい 

る優しい先輩方のサポートを受けながら日々の業務に励んでいます。職場においては 

日々行っている業務について改善点があれば意見提案をすることができる制度があり 

ます。新人だからと遠慮せずに自分の意見を発信でき、風通しの良さが非常に良好な 

職場であるといえます。また部署の垣根を越えて交流できる機会もあり、多くのネッ 

トワークを築くことができるのも魅力の一つです。 

国税専門官は国税に関する幅広い知識が要求される職業ですが、充実した研修制度 

を通して税のスペシャリストとして必要な知識を得ることができ、安心して業務に臨 

む環境が整っております。是非、私たちと一緒に働きましょう！ 

（平成 28年 国税専門官採用 渡名喜 康晃） 

 

○連絡先 
 〒900－8554 那覇市旭町９番地 沖縄国税事務所 人事課 人事第二係 

 TEL 098－867－3601 内線 516  ＵＲＬhttp://www.nta.go.jp/okinawa/guide/saiyo/bosyu.htm 

http://www.nta.go.jp/okinawa/guide/saiyo/bosyu.htm


■採用状況
近年の沖縄麻薬取締支所における採用状況

平成25年 薬剤師 1名
平成26年 一般職試験「行政」合格者 1名
平成27年 薬剤師 1名

■採用後の処遇
職務の段階に応じた研修制度が整備されており、職

務の特殊性から、逮捕術訓練やけん銃射撃訓練など
も行います。
一定期間実務を行い、資格に応じて麻薬取締官に任

官します。異動は全国規模です。

■対象試験区分
次の①または②の条件に該当する者が、採用試験応
募資格者です。

① 国家公務員採用一般職試験（大学卒程度）の「行
政」「電気・電子・情報」又は「化学」の合格者（ただ
し、最終合格者を採用の条件としています）。

② 薬剤師又は薬剤師国家試験合格見込みの者で、30
歳以下であること（ただし、薬剤師国家試験合格見
込みの者については、薬剤師免許の取得を採用の
条件とします）。

〒900-0022 沖縄県那覇市樋川1丁目15番地15号 那覇第一地方合同庁舎 東棟6階
TEL：098-854-2584 FAX：098-834-8978 URL：http//www.nco.go.jp

九州厚生局沖縄麻薬取締支所

■麻薬取締官の使命と役割
麻薬取締官は、厚生労働省の地方厚生（支）局の麻薬取締部（支所）に所属し、薬物乱用のない

健全な社会を実現するため、麻薬・覚せい剤・危険ドラッグなどの規制薬物犯罪について、警察・
他の捜査機関や米軍捜査機関と協力して、刑事訴訟法の規定による司法警察員としての職務を
主に行っています。

また、麻薬取締官は捜査官であると同時に行政官でもあり、医療機関等への立入検査などを通
じて医療用麻薬等の適正使用や管理に関する指導監督を行う他、一般や各種団体に対する啓発
活動、薬物に関する相談への対応など、薬物乱用に対する総合的な施策を実施しています。

■麻薬取締部・支所の組織
全国12箇所（札幌、仙台、東京、横浜、名古屋、大阪、
神戸、広島、高松、福岡、小倉、那覇）に事務所があり
平成29年１月現在の沖縄支所の定員数は、14名です。

■ 先輩からのメッセージ （平成２７年４月採用 厚生労働技官 女性）

私は採用をされるまで、薬物犯罪は裏社会で起きている話で、どこか人ごとのように感じていました。しかし、働き
始めてみると、自分たちが生活しているすぐ近くで起こっていることを知り、大変驚きました。そして、改めて社会への
薬物の蔓延を防ぎたいという使命感がわきました。

業務内容は、張り込み捜査等忍耐を要するものが多く、肉体的にも精神的にも大変つらいです。しかし地道に積み
重ねていった証拠から事件の全容が明らかになっていき、結果が実った時は、とてもやりがいを感じることが出来ま
す。
麻薬取締官の仕事に少しでも興味を持たれましたら、是非ご連絡をお待ちしております。

厚生労働省 九州厚生局 沖縄麻薬取締支所 – Okinawa Narcotics Control Office Kyushu Regional Bureau of Health & Welfare –

見慣れた光景に潜む、奈落への入り口“薬物乱用”
私たちが暴き、塞いで、健全な社会を実現します。



 

      ～ ひと、くらし、未来のために ～ 

 
 
 

 

沖縄労働局は、沖縄地域における総合労働行政機関として、職業安定、労働基準、雇用均等の３つの分

野を総合的かつ一元的に運営し、誰もが安心して働けるよう地域に根ざした取組を行っています。 

 

       

 

 

 

職業紹介、雇用保険の適用・給付、障害者・高齢者等に対する就職支援等、時代のニーズに即応したさまざ
まなサービスを行っています。主な窓口はハローワークとなります。◆職業安定 

 
  男女雇用機会均等及び待遇確保、育児・介護休業制度の促進等を図り、労働者が差別されることなく、能力

を発揮することのできる環境を整備します。主に雇用環境・均等室にて行われています。◆雇用均等 
 
適正な労働条件の確保や改善対策、労働者災害防止、労災保険の給付により、働く人々が健康で安心して働

けるように監督・指導等を行っております。主な窓口は労働基準監督署となっています。◆労働基準 
 
◎ 採用状況・試験区分 

「一般職試験」の他、「労働基準監督官試験」からの労働基準監督官の採用をおこなっています。労働基準監督官
試験の詳細については厚生労働省ホームページをご覧下さい。 
 

 

 

 
 
 

※採用年度別。( )はうち女性、なお、労働基準監督官は本省採用後地方配属のため含まない。 
 
 

◎ 人事異動 
  概ね 2 年単位で沖縄県内の労働局、ハローワーク、労働基準監督署に配属されます。なお、一般職は原則、

採用後５年目に九州ブロックの他の労働局で２年間勤務することとなり、また労働基準監督官については、
採用時、定着を希望する局以外の局で７年間勤務することになります。 

 

 

私は平成２２年４月に２３歳で採用され、７年目になります。 

 大学在学中にリーマンショックが起きたことにより、日本もその影響を受け、新卒者の内定切り等の報道を

耳にしました。当時、私も就職活動に向け準備をしていたので、行政の面から求職者と事業所の双方を支える

ことができるような仕事がしたいと考え、労働局を志望しました。 

 現在、私は雇用保険に係る失業等給付を主に担当しております。沖縄県は他県と比べて失業率が高い状態に

あり、失業給付は、求職者が安心して仕事を探していく上で非常に大切な給付であると考えています。過去に

は職業相談部門にて、求職者に対する職業訓練の相談やあっせん、高年齢者や育児・介護休業者（在職者）に

対する雇用継続給付の手続きを担当したこともあります。 

 採用後５年目に東京労働局に出向しました。沖縄から東京への異動は正直不安があったのですが、新規採用

職員研修時に出会った同期の職員にも会うことができ、沖縄に残っていたらなかなか得ることができない他局

での雇用失業情勢等も体験することができました。「労働」は、多くの人にとって非常に身近で、また生活をし

ていく上で長く付き合っていくものです。労働環境は常に変化し続けています。皆さんの若い力で、ともに労

働行政を盛り上げていきませんか？（平成 2２年度採用 一般職大卒行政 Ｎ.K） 

 
【連絡先】〒900-0006 
 那覇市おもろまち 2-1-1 那覇地方合同庁舎 1 号館（3 階） 

沖縄労働局総務部総務課人事係（℡098-868-4003） 
http://okinawa-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp  

試験種別 27 年度採用 28 年度採用 29 年度内定 

一般職（大卒程度）※旧Ⅱ種 7（3） １（１） ４（３） 

一般職（高卒程度）※旧Ⅲ種 ２（２） 1（1） 0（0） 

沖縄労働局 
公共職業安定所（愛称：ハローワーク） 

（那覇、沖縄、名護、宮古、八重山） 

労働基準監督署 
（那覇、沖縄、名護、宮古、八重山） 

 

～先輩からのメッセージ～ 
 
 

http://okinawa-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/


（職員数：53名、全国約1,000名）

☆ こんな仕事をしています
植物防疫所は、①海外から日本の農作物に被害をもたらす病害虫（検疫病害

虫）の侵入を未然に防ぐための「輸入検疫」、②重要病害虫の国内でのまん延を
防止するための「国内検疫」、③諸外国へ植物類を持ち出すために輸出先の検疫
条件に応じ検査を行う「輸出検疫」などを主な業務として行っています。

☆ 採用状況
一般職試験（大卒程度） 年度 平成2４年 平成2５年 平成2６年 平成2７年
試験区分：農学･化学 那覇 ０名 ２名 １名 1名

全国 10名 28名 32名 3３名 携帯品の輸入検査

☆ 採用後の処遇
○ 業 務：技術系として採用された場合、「輸入検疫」、「国内検疫」、「輸出検

疫」などの検査・指導業務に携わることになります。

○ 勤務地：植物防疫所は、全国の主要な海港・空港の所在地に、横浜・名古
屋・神戸・門司・那覇の５本所と、支所・出張所・駐在所6２カ所が設置
されています。那覇植物防疫事務所管内には、那覇空港・嘉手納・平良
・石垣の各出張所があります。

郵便物の輸入検査

○ 転 勤：人事異動は、植物検疫に関する業務全般を経験できるように配慮しながら概ね２～３年のサ
イクルで行われます。当初配属された植物防疫所のみならず、他の植物防疫所や農林水産本省など
で幅広く活躍できます。

○ 研 修：採用後に初任者研修が行われ、更に年齢、経験年数などに応じて、中級研修、専門研修など
を実施して業務に必要な広範な知識や技術習得を図っています。

○ キャリアプラン：採用後１年以上の勤務の後、植物防疫官試験を経て、植物防疫官（専門行政職）に
任命されます。その後、勤務成績及び勤務年数などに応じて次席植物検疫官（課長補佐相当）、統括
植物検疫官（課長相当）などへ昇任、他省庁、本省勤務も可能です。また、年間約70名が数週間～
４ヶ月程度の期間、アメリカ、中国などの外国に派遣され、現地の検査官とともに検疫業務を行う
出張もあります。この他、語学力、経験などに応じて海外留学制度への応募や短長期の国際会議へ
の参加、FAO（国際連合食糧農業機関）など国際機関や在外公館（外務省出向）での勤務、国内の
農業関係試験研究機関に３年程度国内留学など、検査・指導業務のほか、さまざまな勤務の機会が
あります。

☆ 職場の魅力・ＰＲ
国際貿易が活発になり、輸入される植物の種類や量が大幅に増えています。それに伴い、病害虫が侵入す

る危険性は従来に増して大きくなっています。日本の農業と緑を守るために休むことなく続けられている植
物防疫所の仕事は、とてもやりがいがあります。

☆ 先輩からのメッセージ
私は、平成28年11月に入省し、那覇植物防疫事務所輸出及び国内検疫担当

に配属されました。主に輸出検疫業務を行っています。
日本は農産物の輸出額1兆円を目指しており、その額とともに輸出検査も年

々増えています。農産物を輸出する際に行う「植物検疫」は、輸出先の国が求
める検疫条件に基づき検査を実施しますが、国の数だけ条件が異なりますから、
覚えることはたくさんあります。検査の現場にいると、海上コンテナーに植物
が積み込まれる様子や植物検査証明書を発給する時など、日本産の農産物が世
界へ広がっていく状況を実感できるので、経験の浅い私でも日本の農業に少し
は貢献できているのかなと思います。

那覇植物防疫事務所は、仕事の相談をしやすい雰囲気があり、新人の私には
とても助かります。輸出検疫以外にも、輸入検疫、調査研究などの業務の他、
海外で検疫業務を行うこともあります。農業に関わる仕事に興味のある方は、
一緒に「植物検疫」という仕事をしてみませんか。（平成28年 採用職員）

連絡先 那覇植物防疫事務所 庶務課庶務係

〒 900-0001 沖縄県那覇市港町2-11-1 那覇港湾合同庁舎5階
電話：098(868)0715 メール：naha_shomu@pps.maff.go.jp
植物防疫所のホームページ：http://www.maff.go.jp/pps/

<１日のスケジュール>

8:30 出勤

午前 輸出植物の検査

輸出検疫証明書の

発給

12:00 昼食

午後 輸出検疫に関する

照会対応、諸外国

の輸出条件を調査

17:15 退庁



◆こんな仕事をしています

動物検疫所は外国から輸入される動物・畜産物などを介して家畜の伝染性疾病が国内に侵入
することを防止するほか、外国に家畜の伝染性疾病を広げるおそれのない動物・畜産物を輸出
することによって我が国の畜産振興に寄与するとともに、狂犬病やエボラ出血熱及びマールブ
ルグ病の侵入を防止することにより公衆衛生の向上を図ることを目的とした検査を実施してい
ます。さらに、輸入水産動物を介したコイヘルペスウイルス病等の侵入を防止するため、水産
動物の輸入許可業務を行っています。

◆職員数

○沖縄支所管内 ２１名（事務系３名・技術系１８名）
○動物検疫所全体 ４６９名（H29.1.1現在）

◆採用について

技術系職員として動物検疫所に入所するためには、農林水産省で実施される
①獣医系技術職員（国家公務員採用総合職試験（院卒者試験）相当）
②畜産系技術職員（国家公務員採用一般職試験（大卒程度試験）相当）

の採用試験を受ける必要があります。
詳しくは農林水産省ホームページの入省案内をご覧ください。
【農林水産省・採用案内ホームページ】http://www.maff.go.jp/j/joinus/recruit/

◆勤務地・転勤

動物検疫所は、横浜に本所が、成田・羽
田空港・中部空港・関西空港・神戸・門司
・沖縄に支所が、さらに那覇空港を含む全
国１７カ所に出張所が設置されています。
採用後は一定期間新規採用者研修を行っ

た後、数年間隔で本所及び各支所・出張所
間での転勤があります。
また、本人の希望などにより、農林水産

省本省へ異動となることもあります。

◆魅力

海外旅行者の増加及び国際物流の進展な
どにより、動物や畜産物の輸出入量は増加
し、品目は多様化しています。また、口蹄
疫や鳥インフルエンザなど家畜の悪性伝染
病が世界各地で発生している状況において、
動物検疫所の役割は重要であり、水際防疫
の最前線で活躍しようという意欲のある方
には魅力あるやりがいのある仕事です。

◆問い合わせ先

農林水産省 動物検疫所 沖縄支所
〒900-0001 沖縄県那覇市港町２－１１－１

那覇港湾合同庁舎 ４階
Tel:098-861-4370 Fax:098-862-0093

【動物検疫所のホームページ】
http://www.maff.go.jp/aqs/

私が所属する沖縄支所那覇空港出張所では、
旅客の携帯品や航空貨物として輸出入される動
物や畜産物の検査を行っています。私たちは海外
で広がる動物の伝染病を国内に侵入させないよ
う、水際での防疫を担っています。国内の畜産業を
支え振興を後押しすることにやりがいと使命感を持
って働いています。現在は空港で勤務しており、日
々業務を通して海外の方と接しています。語学力
の向上に最適の環境があり、こうしたことからも今後
の活躍の場を広げていきたいと感じています。

さらに動物検疫所は全国の主要な空海港
に事務所があるため、その土地ならではの
風土や文化を感じて働けることも魅力の一
つです。

職員には年齢の近い先輩や女性職も多く、明
るい雰囲気の職場です。少しでも動物検疫に興
味のある方は是非お越しください。
(Y.K. 平成25年入省 畜産系技術職員)

主な業務（那覇空港出張所の場合）

カウンターでの旅客の携帯品検査
ペットの輸出入検査
航空貨物の畜産物の書類審査
航空貨物の畜産物の現物審査
問い合わせ対応（メール・電話等）
その他担当業務等

沖縄支所(那覇港湾合同庁舎)
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試験区分 
総合職 

（技術） 

一般職 

（技術） 

大卒程度 

一般職 

（事務） 

大卒程度 

一般職 

（事務） 

高卒程度 

H26 年度 2 名 11(2)名 2(1)名 3(1)名 

H27 年度 4 名 15(5)名 3(2)名 2(1)名 

H28 年度 2(1)名 10（2）名 3（1）名 3（2）名 

 

ある日のスケジュール 

 

08:30   出勤 

         スケジュール確認 

09:00  予算要求資料の作成 

12:00  休憩 

13:00  沖縄国家機関連絡会 

    （会議）出席 

15:30  契約関係書類の作成 

17:15  退庁 

〒305－0811 茨城県つくば市北郷 1 番    〈事務系〉総務部人事課     029-864-4314 

           〈技術系〉企画部企画調整課   029-864-6084 

             【国土地理院採用情報】http://www.gsi.go.jp/GSI/RECRUIT/recrt.html 

〒900-0022 沖縄県那覇市樋川１－１５－１５ 那覇第一地方合同庁舎 

                                            国土地理院沖縄支所     098-855-2595 

 国土地理院は、我が国唯一の国家地図作成機関として、測量

法や地理空間情報活用推進基本法に基づき、地理空間情報の整

備・更新・活用を推進することにより、誰もがいつでもどこで

も地理空間情報を入手し行動できる「地理空間情報高度活用社

会」の実現に向けて日々取り組んでいます。 

 また、災害対策基本法に基づく政府の指定行政機関として、

測量・地図分野の最新技術を活用し、様々な地理空間情報を提

供することで、政府や地方公共団体等の関係機関における、防

災施策や災害対応及び被災地の効果的な復興活動にも大きく貢

献しています。 

【研修】 

採用時に国家公務員としての任務・心構え及び

基礎的知識を付与するために研修を行います。

さらに技術系職員（総合職、経験者採用は除く）

は国土交通大学校にて約１年間各種測量等の

研修を行います。 

【配属先】 

採用されると茨城県つくば市の国土地理院本

院に配属されます。 

【異動・転勤】 

概ね２～３年で人事異動があり、様々な業務を

経験します。その中には地方測量部等への転勤

や、他機関への出向もあります。 

国土地理院は我が国の領土や国土の状況とい

った国にとって基礎となる重要な業務を行っ

ている機関である一方、皆さんがスマートフ

ォンで地図を毎日利用しているように、国民

誰もが利用する地理空間情報を扱う、国民生

活に密着した機関でもあります。私はこのよ

うな組織の一員として働くことに大きなやり

がいを感じています。きっかけはささいなも

のでも構いません。少しでも興味をもった方

は是非国土地理院への入省を検討してみてく

ださい。きっとやりがいをもって仕事をする

ことができると思います。  

（平成１６年採用 Ⅱ種行政 男性） 

地理空間情報がより一層高度に活用され、国民の利便性が向上する社会の実現を目指して 

一緒にチャレンジする、そんな意欲を持った若い力を求めています。 

（）は女性の内数 

 



●こんな仕事をしています

●採用状況

●採用されたら

●職場の魅力PR

●先輩からのメッセージ

●連絡先

仕事内容 気象庁は、大雨や暴風、地震と津波、火山噴火などの自然現象を常時監視するとともに、気象、地震、津
波、火山活動などに関する情報を発表しています。気象庁が発表する情報は、自然災害から国民の生命・財産を守る
ための防災気象情報のほか、交通の安全を支援する交通安全情報、農業、電力、観光など各種産業活動を支援する産
業情報、国民の日常生活に役立つ生活情報、さらには人類の将来に警鐘を鳴らす地球温暖化など地球環境に関する情
報などがあり、多方面で多様な役割を果たしています。
組織 気象庁は国土交通省の外局です。中枢機関として、東京に気象庁（本庁）があり、地方支分部局の一つとして
那覇市に沖縄気象台があります。沖縄気象台の下部組織として、宮古島・石垣島・南大東島に地方気象台、那覇空港
に測候所があり、沖縄管内の職員数は、約２4０名です。

空を眺めるとなぜ雲は浮かんでいるの？と誰でも1度は疑問に思ったことがあるかと思
います。私は中学校の物理の授業で雲の正体が水蒸気であることを知り、衝撃を受けまし
た。気象庁はそんな物理の知識を活かした専門性のある職場です。
現在、私は那覇空港で航空気象観測業務に携わっています。具体的には航空機の安全運
航のために航空局、航空会社などに沖縄の全空港の天気情報を提供しています。実際に飛
行場周辺の雲の量や視程の良し悪し、大気現象を観測し、観測機器から得られる気象デー
タと合わせて、天気情報を電文という形で提供しています。職場の雰囲気は大変良く、些
細な疑問でも丁寧に答えて下さる先輩方ばかりです。また気象庁といえば24時間体制で
す。そのため二交代制で日勤も夜勤もあるのが特徴ですが、適切な休憩・休息時間があり
ますし、夜勤明けの次の日は公休となるため体調管理をしっかり行う事ができます。
他にも気象大学校での研修の際には全国の同期と交流したり、航空機に同乗させても
らって上空の観測を行うこともあります。最初は気象の事について全く知らない方もいる
でしょうが、常に気象に興味・好奇心を持ちつつ仕事を行えば、やりがいを見出せる環境
にあると思います。ぜひ、あなたも気象のプロになってみませんか？

（平成28年4月採用 一般職物理 赤嶺 拡）

ある日勤（昼勤務）時のスケジュール

08：30 出勤 メールなどの確認

09：00 夜勤者より引継ぎ 各航空気象観測所
の電文の監査（１時間ごと）

09：30 前日の観測表 整理表のチェック

10：00 機器の動作 障害の有無のチェック

13：00 午前の観測者からの引継ぎ
那覇空港の定時観測（３０分ごと）

17：00 夜勤者への引継ぎ
メール確認など残務処理を行い退勤

対象試験区分
＜一般職試験＞
行政
物理、電気・電子・情報、化学

気象庁マスコット
「はれるん」

配 属 先
那覇市内にある沖縄気
象台又は県内各離島に
所在する出先機関に配
属されます。

業 務 内 容
技術区分の採用者
⇒観測予報業務、地震火山
業務、情報通信業務に従事
行政区分の採用者
⇒総務部門の総務、人事、
福利厚生、会計事務に従事

研 修
採用直後に人事院主催の新採用
職員研修を受講します。その後、
技術系職員は、職場内研修を経
て気象大学校（千葉県柏市）で
技術研修を受講します。

異 動
概ね３年を目処に沖縄気象台及
び県内各出先機関を基本として
異動します。その他、気象庁本
庁又は全国の気象官署へ異動す
ることもあります。

私たちは、台風や集中豪雨、地震や津波等に対する防災気象情報や天気予報等が、日々の生活に欠くことのできな
い情報であり、発信する情報が国民生活に大きく影響を及ぼすことを常に意識し、緊張感と責任感をもって日々業務
を行っています。正確な情報を提供するために、職員がチームで調査研究も行っており、若手職員は学生時代に学ん
だ知識を発揮する場があり、その研究成果を発表する機会もあります。日々の業務もチームで交代制により行われる
など緊張感の中にもアットホームな雰囲気のある職場です。また、職員相互の親睦を図るため、勤務時間外のレクリ
エーションとして、野球大会や卓球大会なども行われており、仕事以外でも楽しい時間を過ごしています。

〒９００-８５１７ 沖縄県那覇市樋川１-１５-１５（那覇第一地方合同庁舎）
沖縄気象台総務課人事係 ℡ ０９８-８３３-４２８１（内線５１５又は５１６）
ホームページＵＲＬ http://www.jma-net.go.jp/okinawa/

＜一般職用＞

試験区分 26年度 27年度 28年度

行 政 2名 2名 3名

物 理 5名 4名 3名

電気・電子・情報 0名 0名 0名

化 学 ０名 1名 1名

http://www.jma-net.go.jp/okinawa/


 

 

 

○こんな仕事をしています 

第十一管区海上保安本部は、国土交通省海上保安庁の地方機関と 

して、昭和４７年５月１５日沖縄の本土復帰と同時に開設され、 

領海警備、海上犯罪の取り締まり、海難救助、海洋汚染の監視取締り、 

急患輸送等の業務とともに、海図や航路標識の整備を推進し、 

「安全で明るく美しい沖縄の海」を守るため日夜努力を続けています。 

 

○対象試験区分 

・海上保安大学学生校採用試験  

・海上保安学校学生採用試験 

  （船舶運航システム、航空、情報システム、海洋科学） 

・一般職試験（大卒）技術（電気・電子・情報）  

○採用されたら 

まずその採用試験の種別、コースにより、教育機関（海上保安大学校・海上保安学校・海上保安学校

門司分校）のいずれかで研修・訓練を受けた後、それぞれ教育機関でのコースに応じて、船舶や航空機

の乗組員又は、陸上の事務所等に勤務する海上保安官となります。 

 また、平成２５年度より一般職試験（大卒）技術系区分からも技官（情報通信システム及び海上交通

の安全や航路標識の管理等の業務）を採用しています。 

○職場の魅力・ＰＲ 

海上保安官は海のエキスパートであり、その仕事は男女を問わず多種多様にわたるため様々な 

 経験ができるとともに、現場の困難な人命救助等海上保安業務を成功させたあとの達成感は、何 

事にも変えがたい魅力の一つです。 

○先輩からのメッセージ 

平成２４年度海上保安学校学生採用試験採用 Y．O 

みなさん『海』は好きですか？この海を仕事の舞台としているのが、我々海上保安官です。私は 2

年間の船の勤務の後、現在陸上部署で勤務していますが、現場の業務が円滑に遂行できるよう、現場第

一線で活躍する海上保安官達と同様に高い使命感と誇りを持って業務に励んでいます。みなんさんも

我々と共に日本を取り囲み、そして世界へとつながる『海』を舞台に活躍してみませんか？みなさんと

一緒に日本の海を守る日がくるのを楽しみにしています。 

 

○連絡先 

〒９００-８５４７沖縄県那覇市港町 2-11-1 

第十一管区海上保安本部総務部人事課第一人事係 

TEL098-867-0118（代表） 

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞｱﾄﾞﾚｽ  http://www.kaiho.mlit.go.jp/11kanku/ 

    
    

   

  
      



■防衛セミナー 
（防衛政策への理解を得る為のセミナー） 

 
 地方防衛局は、防衛省の地方支分部局として、自衛隊、在日米軍と地方公共団体や地域住民を繋ぐパイ
プ役という重要な役割を担っています。 
 防衛省の施策である、防衛施設の整備・在日米軍再編などの基地行政に対する地方公共団体等の理解と
協力を確保（※①）するほか、演習場・飛行場・港湾などの防衛施設の取得・管理・建設工事（※②）・
設置運用に伴い生じる損失補償、基地周辺対策（※③）、在日米軍基地で働く従業員の雇用・労務管理、
在日米軍人等による事件・事故の損害賠償、自衛隊の装備品等の調達に係る原価監査・監督・検査などを
実施しています。 
 地方防衛局の手がける業務は多岐にわたり、そのフィールドも全国に広がっています。約２，８００名
の職員は、地方との緊密な関係を構築・発展させ、我が国の平和と安全の一翼を担っています。 

■那覇市営奥武山野球場 
（防衛施設周辺の環境整備） 

 

地方防衛局 Regional Defense Bureau 

 

 
地方防衛局とは？ 

【 お問い合わせ先 】 
 防衛省 沖縄防衛局 総務部総務課人事係 
 〒904-0295 
 沖縄県中頭郡嘉手納町字嘉手納290-9 
 TEL：(098)921-8140 
 

  沖縄防衛局ホームページ↓ 
 http://www.mod.go.jp/rdb/okinawa/ 
 
  
 

幅広い行政能力と高い技術力が求められる防衛行政の地方拠点 

 

 

■嘉手納基地 
大型洗機場 

北海道防衛局 

東北防衛局 

北関東防衛局 

南関東防衛局 

近畿中部防衛局 

中国四国防衛局 

九州防衛局 

沖縄防衛局 

地方防衛局の管轄区域 

地方防衛局の組織 

地方防衛局長 

次長 

防衛補佐官 

会計監査官 

地方防衛支局 

総務部 

企画部 

調達部 

管理部 

防衛事務所・出張所 

※地方防衛局により、一部の組織構成は異なります。 

先輩からのひとこと 

  
 

※①協力確保 ※③基地周辺対策 ※②建設工事 

■陸上自衛隊 
第１５旅団司令部新庁舎 

  陸上自衛隊、海上自衛隊及び航空自衛隊の官庁ガイドについては、
人事院沖縄事務所の採用情報をご確認ください。↓ 
http://www.jinji.go.jp/okinawa/09gaido.html 

 沖縄防衛局 管理部 施設補償課 
  漁業補償第１係 玉城  昭太 
  平成２６年入省 一般職大卒（行政） 

 私が所属する課では、漁業補償に関する業務を行
っています。 
 駐留軍が訓練を行う際、一定の区域及び期間を
定めて漁船の操業を制限します。制限するにあたっ
て漁業者が経営上被った損失について、補償金等
の支払いを行っています。また、漁業者の安全な操
業が確保できるよう関係自治体や漁協等へ駐留軍
の訓練期間等に関する通知も行っています。 

 地元漁業者の声を直接聞くことで、沖縄の現状を
より理解することもでき、他省庁では味わえない特
別な業務がたくさんあります。 
 皆さんも、多くのことを経験できる防衛省でともに
汗を流してみませんか。 

http://www.mod.go.jp/rdb/okinawa/


独 立 行 政 法 人  
駐留軍等労働者労務管理機構 

 
 
 
在日米軍従業員に関する様々な業務を行うことに

より、日米安全保障体制を側面から支えるやりがい

のある業務に就くことができます。また、エルモは

平成 14 年 4 月に設立された新しい組織であり、職場

全体が活気に満ちあふれています。 

エルモの職員は一般職の国家公務員であり、防衛

省共済組合の組合員となります。共済組合では職員

が安心して健康な生活を送れるように病気・出産・

災害などに対する給付や貯蓄・融資制度などが整備

されています。 

 

採用後は管理課、給与課、厚生課のいずれかの課

に配置され、上記の業務に携わります。採用時は原

則として沖縄支部での勤務になりますが、その後は

本部または他の支部に異動することがあります。 
 

先輩からのメッセージ 

私は沖縄支部管理課で、主に在日米軍従業員

の募集等に関する業務に従事しています。 

県内には多くの在日米軍従業員がいて在沖米

軍の活動を支えています。私はこれら従業員の

安定的な確保を図るため、学校訪問や合同企業

説明会への参加を通じ、県民の皆様に在日米軍

従業員になるための応募登録等の周知に努めて

おり、多くの有能な人材を確保することに喜び

を感じております。 

加えて、当支部の職場環境は、優しく明るい

先輩方が多くて雰囲気も良く、仕事と家庭の両

立をしている職員も多く見られ、ワーク・ライ

フ・バランスの良さも魅力的です。 

是非一緒に働きましょう！ 
 

 

 
 
 
 

█ 採用状況（いずれも行政） 
 一般職大卒 一般職高卒 

平成 25 年度 1 3 

平成 26 年度 1 1 

平成 27 年度 3 0 

 

 
 
 

 当機構（エルモ）は防衛省を主務省とする独立行政法人で

あり、在日米軍基地に勤務する駐留軍等労働者（在日米軍従

業員）の雇入れ、提供、労務管理、給与及び福利厚生に関す

る業務を行うことにより、駐留軍等に必要な労働力を確保す

ることを目的としています。沖縄県内では現在、約 9,000 名

の方が在日米軍従業員として勤務しています。 
本部(東京都港区)のほか全国で８支部が置かれており、

職員数は約 300 名(うち沖縄支部約 80 名)です。 

⑴ 労務管理 ――― 在日米軍従業員の募集等に関する業務 
⑵ 給  与 ――― 在日米軍従業員の給与、退職手当、旅費に関する業務 
⑶ 福利厚生 ――― 在日米軍従業員の社会保険、安全衛生に関する業務 

機構の仕事について・ＰＲ 

採用されたら 

【沖縄支部】 
〒904-0202 
沖縄県中頭郡嘉手納町字屋良 1058 番地 1 
℡ 098-921-5531  

http://www.lmo.go.jp 

 主 な 
業 務 

沖縄支部 K･K 
平成 27 年度国家公務員採用 
一般職試験(大卒程度試験) 
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