
202３ 官庁ガイド
～沖縄県内所在の国の機関における業務内容や魅力を紹介～

We are

Proud
of

Our Job!



この「官庁ガイド」は、主に沖縄に所在する国の

機関を掲載し、国家公務員がどんな仕事をしてい

るのかを知っていただくためのものです。

その他にも、採用試験の情報や沖縄管内の採

用状況等を掲載しています。

国家公務員を目指している方はもちろんのこと、

国家公務員に少しでも関心のある方は、是非ご覧

ください。

人事院沖縄事務所
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内　閣

総務省 農林水産省

◆　国の行政機関組織図　◆
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※令和４年１月時点

那覇検疫所  

国立療養所沖縄愛楽園
行政執行法人

国立療養所宮古南静園

九州厚生局沖縄麻薬取締支所

駐留軍等労働者労務管理機構沖縄支部

黄色枠が沖縄管内に所
在する国の機関だよ
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那覇地方検察庁ガイド
【こんな仕事をしています】

検察庁は、犯罪を捜査し、刑事事件に関し裁判所に対して裁判を求め、裁判所に法の正当な適用を

請求し、かつ、裁判の執行を監督しています。この役割は検察官が主に担っていますが、検察事務官も

そのパートナーとして、また、縁の下の力持ちとして様々な場面で活躍しています。

【採用されたら】

法務省や県外の検察庁で勤務することもできます！

法務省

（旧本館：通称赤レンガ棟）

概ね２年毎に人事異動

最高検察庁 福岡高等（地方）検察庁

※写真は各ＨＰより引用

【採用状況・対象試験区分】
直近採用状況（対象試験区分は国家公務員一般職試験（大卒程度・高卒者試験））
・２０１９年度国家一般職（大卒程度） 行政沖縄 ３（１）名

・２０２０年度国家一般職（大卒程度） 行政沖縄 ４（１）名

・２０２１年度国家一般職（大卒程度） 行政沖縄 ３（２）名
・ 〃 （高卒者） 事務沖縄 ２名 ※（ ）は女性で内数

【職場の魅力・PR】
検察庁は、国民の権利利益に直接影響を及ぼすような強力な公権力を行使する国家機関ですので、そ

の責任は重大ですが、その反面、やりがいもとても大きなものとなります。
専門性の高い業務を担うことから、研修制度も充実しており、法律を勉強したことがない方でも、採

用後、業務に必要な知識等を学べる機会が十分にあります。

また、職員間でフォローし合う等一致団結して業務を遂行する職場環境となっており、業務外でも、
テニスやバドミントン等のサークル活動もあり、職員同士の親睦が活発に図られています。

【先輩からのメッセージ】
私は、現在、検務部門で事件事務を担当しています。

事件事務の業務内容として、警察から当庁へ送られてくる事件
記録について、内容を確認し、その内容に合った法律が適用され

ているか、適正な捜査がなされているか等を点検しています。ま

た、実際に報道されている事件に携わることもあり、１年目から
責任のある業務を経験できることは検察庁で働く魅力の一つとい

えます。

職場の雰囲気として、普段の業務の中で何かわからないことが
あれば、遠慮なく周りの先輩方に聞くことのできる環境が整って

おり、毎日得るものが多く、充実した日々を送っています。

少しでも検察庁の業務に興味がある方は、ぜひ業務説明会等
にお越しください。 （２０２１年度一般職（大卒程度） 行政沖縄地域採用）

＜連絡先＞ 〒 900-8578 那覇市樋川１丁目１５番１５号 那覇第一地方合同庁舎

那覇地方検察庁 事務局総務課 人事係 （直通）℡ 098-835-9212
・・・詳細につきましては 検察庁のホームページ （ＱＲコードはこちら）

捜査・公判部門

事務局部門 検務部門

１日のスケジュール

８：３０ 業務開始・スケジュール把握

９：００ 裁判所等への記録の逓送

事件記録の点検・受理

１２：００ 昼食

１３：００ 事件の受理登録

１４：００ 事件処理登録

裁判所等への記録の逓送

１７：００ 残務整理

１７：１５ 業務終了

検察官と二人三脚で刑事事件を解

決する（検察庁の第一線で活躍）

総務・会計等の事務

検察官の捜査・公判活

動に付随する業務
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沖縄刑務所は、職員数２３９名の刑事施設であり、全国に６５庁設置されている刑務

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。 
 
 
・令和２年度 刑務官採用試験 ２名（刑務Ａ）・２名（刑務Ａ（武道）） 
・令和３年度 刑務官採用試験 ２名（刑務Ａ（武道）） 
・令和４年度 刑務官採用試験 ４名（刑務Ａ）・２名（刑務Ａ（武道）） 
 
 
 採用されると、看守の階級に採用され、矯正研修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、実力次第でさら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。刑務官は、やさしさと厳しさをもって、罪を犯して収容された人に、考え

方・ものの見方のアドバイスや悩み事に対する指導などを通して、再び過ちを繰り返さ

ないよう指導することを使命としている非常にやりがいのある職場です。また、柔道、

剣道等の武道訓練や野球等のクラブ活動が活発に行われています。 
 
 
 令和４年８月に採用され、処遇部門の夜勤班で勤務しています。８月採用は１名でし

たので、４月採用の同期にあたる職員と比べると差がついているのではと不安がありま

したが、夜勤班の先輩から仕事について丁寧に指導を受けることができるので、日々の

業務をこなせています。受刑者の対応は一筋縄ではいかず、どう対応すべきか難しい場

面が多々あるところですが、失敗も含めて経験を積み、上司や先輩からの指導を受け、

刑務官として受刑者に堂々と対応できたとき、とても自信を持つことができます。ぜひ、

一緒に刑務官の道を歩みましょう。 
（令和４年度刑務官採用試験（刑務Ａ沖縄）Ｒ・Ｇ） 

・連絡先 法務省沖縄刑務所総務部庶務課 採用試験担当 
〒901-1514 南城市知念字具志堅３３０ 
℡（098）948-1096 
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法務省 在沖縄少年矯正施設 

少年矯正施設ってどんなところ？ 

 沖縄県には、沖縄少年院・沖縄女子学園・ 

那覇少年鑑別所の三つの施設があります。 

どんなことをしているの？ 

 沖縄少年院及び沖縄女子学園は、家庭裁判

所の決定により保護処分として送致されたおお

むね１２歳から２０歳までの少年（特定少年）を

収容します。 少年の特性に応じた適切な矯正

教育を行うことにより、改善更生と円滑な社会

復帰を図っています。 少年院では、規律正し

い生活の下で、生活指導、職業指導、教科指

導などの教育・訓練を行うとともに、保護者等

への働き掛けも行っています。また、関係機関

と連携し、就労・修学の支援など社会復帰支援

を実施し、少年が出院した後は、出院者やその

保護者等からの相談にも応じています。  

 那覇少年鑑別所は、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。  

     【連絡先】 

採用試験（法務省専門職員（人間科学））については、那覇少年鑑別所まで御連絡ください。 

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

少年矯正施設基礎情報 

☆沖縄少年院 

 職員数６７名 

 教育・支援部門、庶務課、医務課で構成されています。 

☆沖縄女子学園（沖縄少年院分院） 

 職員数２２名 

 教育・支援部門のみです。 

☆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。 

採用状況 

☆沖縄少年院（教官Ａ） 

 平成２７年度１名、平成２８年度２名、 平成２９年度１名 

☆沖縄女子学園（教官Ｂ） 

 平成２９年度１名、平成３０年度１名、 

 令和２年度１名、令和４年度１名 

☆那覇少年鑑別所 

 平成３０年度２名（心理Ａ）、令和２年度１名（教官B） 

採用されたらどうなるの？ 

 採用後は、主として少年院では教育・支援

部門、少年鑑別所では鑑別部門に配属され、

少年の処遇に当たります。研修制度として、

矯正研修所において、採用１年目に２～３か

月間程度、５年目に専門性を高めるため３か

月程度の集合研修があります。さらに、昇任

試験に合格し、６か月程度の研修を受講する

ことなどにより、幹部職員としての道がひらけ

ます。 

職場の魅力・ＰＲ 

 私たち法務教官・法務技官は、少年院や少年鑑別所に

入った少年少女の一番近くにいる応援団です。彼らの可

能性を発掘し、それを伸ばして将来の力にしてほしい。そ

の思いが、日々彼らと向き合う私たちの挑戦と情熱のエネ

ルギーです。一人一人に合わせた応援の仕方を日々考え

ながら、私たちも成長していきます。彼らが社会復帰した

あとも、再非行せずに生きていくための教育・支援を行い

ます。ときに笑い、涙し、迷いながらも、力一杯応援をしま

す。 
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人権イメージキャラクター

人権まもる君、あゆみちゃん

登記事務
不動産登記とは、土地や建物の所在・面積のほか、

所有者の住所・氏名などについて、登記簿に記録し、

一般公開する制度です。

商業・法人登記では、商号や代表者名など、会社・

法人の重要な情報を登記簿に記録して公示していま

戸籍・国籍
戸籍事務では、市町村に対し、助言、勧告、指示等

を行っています。

国籍事務では、外国人の帰化許可申請や国籍取得

届などの受付、受理、審査などを行っています。

供託
金銭などを供託所（国）に提出し、最終的に供託所

がその財産を権利者に取得させることによって、目

的を達成させる制度です。

人権擁護

人権侵害による被害者の救済を図る調査救済活

動や、人権尊重の理念を広めるための人権啓発活動

を行っています。

訟務
国を当事者とする訴訟等について、国を代表し、

国の立場から裁判所に対する申立てや主張・立証な

どの活動を行っています。

遺言書保管官
自筆証書にかかる遺言書を法務局で保管すること

で、遺言書の紛失や改ざんを防ぎ、相続の円滑化を

実現する制度です。

▼ 主な業務内容（法務局パンフレットから抜粋）

▼ 採用試験及び区分

国家公務員採用一般職（大卒程度）行政沖縄地域

国家公務員採用一般職（高卒者試験）事務沖縄

▼ 勤務地・異動

採用時の勤務地は、沖縄県内の本局各課・支

局・出張所となります。原則として２～３年ごとに

異動があります。

また、法務本省や県外の局に異動することもあ

ります。

▼ 採用状況

令和２年度 一般職（大卒）試験採用 ３名

令和３年度 一般職（大卒）試験採用 ２名

令和３年度 一般職（高卒）試験採用 １名

令和４年度 一般職（大卒）試験採用予定 ３名

▼ 連絡先

那覇地方法務局 総務課人事係

TEL：０９８－８５４－７９５１（直通）

〒９００－８５４４

那覇市樋川１－１５－１５ 那覇第一地方合同庁舎

▼ 研修制度

充実した研修制度により、働きながら高度な専門

知識を学ぶことで、段階的にスキルアップを図れま

す。

これまで法律を学んでいない方でも、安心して業

務に従事できます。

●中等科研修、専修科研修・・・約２か月（福岡等）

●測量講習（応用）・・・約５か月（東京）

●高等科研修・・・約３か月（東京）

那覇地方法務局 で検索
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 【 公安調査庁の仕事 】  

 公安調査庁は、「破壊活動防止法」及び「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
団体などについて、調査・情報収集を行っています。 
 規制の必要があると認められる場合は、公安審査委員会に対し
て、解散指定や観察処分の請求を行います。 
このほか、収集・分析した内外情勢に関する情報を様々な政府機

関に提供することで、政府の施策決定に寄与しています。 
 
 

 【 採用と採用後の処遇など 】  

＜採用＞ 
男女及び新卒・既卒の区別なく人物本位で採用しています。令和５年４月

の採用内定数は、一般職（大卒程度）行政沖縄から１人（男性）です。 
採用後は、公安調査官として情報収集に従事することになります。 

＜勤務地＞ 
採用後は那覇市で勤務した後、基本的に九州公安調査局管内での勤務

になりますが、本庁（東京都）や九州以外の公安調査局への異動のほか、
他府省（内閣官房、外務省など）へ一定期間出向する場合もあります。 
＜昇進＞ 
勤務成績が特に優秀でマネジメント能力に優れたやる気ある職員につい

ては、幹部要員として選抜・育成・処遇する独自の制度もあります。 
＜研修＞ 
役職や業務に応じた研修のほか、必要とされる職員を対象に様々な言語

の語学研修も行っています。 

熊本公安調査事務所 

那覇公安調査事務所 

 【 先輩からのメッセージ 】  

九州公安調査局 

私が当庁を志望した理由は、以前から治安関係の仕事に就きたいと考えていたところ、公安調査庁が
「情報の力で公共の安全を守る」ことを使命としていることに魅力を感じたからです。当庁の仕事は、他機
関では経験できないことが多く、一つひとつの業務が新鮮で毎日が発見です。 
当庁の仕事は様々な分野にまたがっており、地元出身の私でもこれまで知らなかった沖縄の魅力や実

情を知ることができます。また、本庁などでの研修に参加し、全国に切磋琢磨できる仲間の輪ができて業務
に対するモチベーションも上がります。 
当庁では仕事のスケジュールを自分で管理でき、休暇も取りやすいため、プライベートを充実させること

ができることが一番の「推し」です。個性や経験を活かし、人間力を磨くことができる当庁で、皆さんと一緒
に働ける日を楽しみにしています。 
 

【一般職（大卒程度）行政沖縄 令和４年４月採用】 

 

 【 お問い合わせ先 】  

〒900-0022 
那覇市樋川１-１５-１５ 那覇第一地方合同庁舎内 
那覇公安調査事務所 採用担当 
TEL ０９８－８５３－２９４８ 
URL httpｓ://www.moj.go.jp/psia/ 
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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＞                     令和３年 国税専門官 17 名  税務職員 12 名 

税務相談や申告指導、税に関する情報提供等を行い      令和２年 国税専門官 24 名  税務職員 13 名 

ます。                           平成 31 年 国税専門官 21 名  税務職員 10 名 

＜管理運営・徴収＞                     平成 30 年 国税専門官 19 名   税務職員  3 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 29 年 国税専門官 16 名   税務職員  6 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 28 年 国税専門官 11 名  税務職員  5 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、１年間の研修終了後、東京国税局管内の税務署で約３年間勤務した後、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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○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）   

 私は北那覇税務署の法人課税部門で、法人が提出した申告書が法令に基づき

正しく申告されているのか、実際に法人に赴き調査を行っています。時には調

査対象の法人だけでなく、取引先である個人事業者や銀行にも確認を行い、適

切な税務申告になるよう調査・指導を行っています。 

法人の税務調査の魅力は、多種多様な業種の内側を知ることができることで

す。また、法人の社長や税理士から業界の事情や考え方、会社への情熱などを

聴くことができるのも、大きな魅力の一つです。 

専門性が高い職業なので不安がありましたが、研修制度も充実しており、周

囲の先輩方のサポートもあるため、安心して学び邁進することができます。 

ぜひ、一緒に働き税のプロフェッショナルになりましょう！！ 

（令和４年 国税専門官採用 知念 理央菜） 

 

（参考）沖縄国税事務所職員数 約 610 名 

皆様と一緒に働ける

ことを楽しみにして

います！ 
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                  【背景：検疫所イメージキャラクター クアラン】 

厚生労働省  

〇検疫業務 

海外から日本に入国する邦人・外国人が年々増加する今日、日本に常在しない感染症（エボ 

ラ出血熱等）が海外から船舶や航空機を介して持ち込まれ、国民の生命や健康に重大な影響を 

及ぼす危険性が高くなっています。 

検疫所は、感染症により国民生活が脅かされる事態を未然に防ぐため、検疫法に基づいて 

全国の港や空港で、船舶や航空機から送信される書類の審査や来航者（帰国者）健康状態の 

確認を行っています。 

〇予防接種業務及び海外感染症情報の提供  

検疫所では、海外へ渡航する方が感染症に罹患しないよう予防接種(那覇検疫所は黄熱病予 

防接種のみ)を実施し、また、海外渡航に関する健康相談を受け付けているほか、海外渡航者 

のための海外感染症情報をホームページ等で提供しています。  

〇港湾衛生業務 

海外からは、船舶や航空機を介して、感染症を持った動物や虫が侵入するおそれもありま 

  す。検疫所では、動物由来感染症の国内への侵入及び蔓延防止のため、検疫法に基づいて港 

や空港周辺に生息するねずみ、蚊及びダニ等の調査や検査を行い、港や空港の衛生環境を良 

好に保持することを目的とした港湾衛生業務を実施しています。 

〇動物輸入届出制度 

     海外には、日本に流行していない感染症があり、なかには動物が媒介する感染症（動物由 

来感染症）もあります。輸入された動物を介して、動物由来感染症が日本に侵入しないよう 

にするための制度の一つに動物の輸入届出制度があり、検疫所では「げっ歯目、うさぎ目、 

その他の陸生ほ乳類」、「鳥類」及び「げっ歯目、うさぎ目の動物の死体」を対象に輸入届 

出審査業務を行っています。 

〇輸入食品等監視業務  

我が国は、国民が必要とするカロリーの約６割を海外からの輸入食品に依存しています。 

輸入食品なくして国民の食生活は成り立たないものになっていることから、厚生労働省は、 

国民の「食の安全」のため、輸入食品の安全性の確保に取り組んでいます。海外から輸入さ 

れる食品等は、輸入の都度、厚生労働大臣宛てに届出るよう輸入者に義務づけられ、その届 

出書は、検疫所へ提出することとなっています。 

検疫所では、届出のあった食品等が食品衛生法に基づく適法なものであるか、食品衛生監 

視員が審査及び検査を行っています。 

 

【 職員採用状況 】 

令和２年度  一般職（大卒程度）５名 

令和３年度  一般職（大卒程度）１名 

令和４年度  一般職（大卒程度）５名予定、一般職（高卒程度）２名予定 

 

＜連 絡 先＞  

〒900-0001 那覇市港町2-11-1  那覇港湾合同庁舎２階  

那覇検疫所 総務課 電話 (098) 868-8037 F A X (098) 861-4372 

那覇検疫所ホームページ  http://www.forth.go.jp/keneki/naha/ 
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厚生労働省 

 

国立療養所沖縄愛楽園ガイド 

◇ こんな仕事をしています 

当園は、主に次のような業務を行っています。 

 ●ハンセン病後遺症患者の治療及びリハビリテーション（合併症含む） 

 ●入所者に対して必要な療養を行うための業務 

 ●入所者の教養を高め、福利の増進を図る業務 

 ●入所者の社会復帰に資する業務 

 ●ハンセン病に対する正しい知識の啓蒙、社会のー部に残存する偏見と差別の解消 

 ●入所者一人一人の心ゆたかな人生を応援するライフサポートを実践する 

 

◇ 対象試験区分 ： 総合職、一般職（大卒・高卒） 

◇ 採用されたら 

    勤務地は当園のほかに、九州管内（沖縄含）のハンセン病療養所での勤務となります｡              

又、独立行政法人国立病院機構の病院に出向し勤務することもできます。 

 

◇ 職場の魅力・P R 

    沖縄本島の北東に位置し、恵まれた自然環境の中にあります。 

    毎年、園の行事として「夏祭り」「ミニスポーツレク」「ソフトバレーボール大会」等があり、職員だけでなく 

入所者との交流も盛んに行われ、入所者の方々に寄り添うことができる職場です。 

 

◇ 先輩からのメッセージ 

     当園の事務部は庶務･会計･福祉の三課で構成され､それぞれが多岐にわたる業務のなかで 

   ｢入所者･高齢者が安心して生活できる場の提供｣という理念の基に各課が連携を取り合って園の 

    運営管理に努めています｡ 

      当園の周辺は亜熱帯の海が一面に広がり自然豊かな環境です｡そのような環境のもとで入所者 

     の方々や地域の方々と行事活動等でふれあう機会が多いことが他の官署にない魅力です｡ 

        (庶務課 K.M Ⅲ種合格) 

 

◇ 連絡先（担当者） 

   〒９０５－１６３５ 

   沖縄県名護市 字済井出１１９２番地 

   電 話  ０９８０－５２－８３３１(庶務係長) 

   FAX   ０９８０－５２－８９６７ 

HP https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/ 

bunya/kenkou_iryou/iryou/hansen/ 

airakuen/site/top.html 
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府省名 厚生労働省

国立療養所宮古南静園ガイド

○こんな仕事をしています

・入所者の診療及び地域住民の外来診療。

・入所者の療養上の援助や自立のための指導。

・入所者の生活の「質」の向上のための介護支援。

・入所者の生活上の悩み相談及び委託診療の支援

・地域との交流及びハンセン病の啓発活動

○対象試験区分

総合職、一般職（高卒・大卒）

○求める人材

入所者のよりよい生活のために多職種連携による包括支援体制を構築する上で、積極的

に発言、行動のできる人材を求めています

○ 職場の魅力ＰＲ

日本最南端に位置する国立のハンセン病療養施設です。エメラルドグリーンの海に囲ま

れリフレッシュな気持ちで仕事が出来ます。余暇のマリンスポーツも楽しいですよ。

○採用後の処遇

採用されたら国家公務員として、宮古島市平良にある宮古南静園に勤務することになり

ますが、九州管内の国立のハンセン病療養施設のほか、独立行政法人国立病院機構の病院

にも出向することが出来ます。

○先輩からのメッセージ

当園は、ハンセン病を患った人達の長期の療養の場であり、又生活の場としての施設で

す。 「私たちは、入所者の尊厳と人権を守り、入所者が安心して療養が出来る環境を提 供

するととも に、よりよい医療、看護、介護、福祉の向上に努める。」の理念の基に 各部門と

連携し日々働いています

○ 連 絡 先

〒９０６－０００３

沖縄県宮古島市平良字島尻８８８番地

国立療養所宮古南静園 庶務係

ＴＥＬ ０９８０－７２－５３２１

ＦＡＸ ０９８０－７２－５８５９

E-mail : shImaru-kouichi@mhlw.go.jp

HP http://www.mhlw.go.jp/seisakuni

tsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/

hansen/miyako/wellcome.html
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812-0011 3-2-8 F
(TEL)092-707-1115     (URL) https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kyushu/somu/saiyo/index.html

197

(URL)https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kyushu/kikaku/panf_dl3.html

4
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■ 採用状況
過去3年の沖縄麻薬取締支所の採用状況

平成 31 年 一般職試験 行政（一）1名

令和 3 年 薬剤師1名

■ 採用後の処遇
採用後は、沖縄麻薬取締支所をはじめ、

全国の地方厚生局麻薬取締部に配属されま

す。

また、職務の特殊性から、逮捕術訓練や

けん銃射撃訓練も行います。

■ 応募資格
次の①または②の条件を満たす方が採用試験

応募資格者です。

① 国家公務員試験一般職試験（大学卒程度）の

「行政」「電気・電子・情報」の一次試験合

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ています）。

〒900-0022 沖縄県那覇市樋川1丁目15番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.ncd.mhlw.go.jp

乱用薬物と戦う麻薬取締官！

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、麻薬・覚醒剤・大麻等、薬物乱用の無い健全な社会を実現するため、刑事訴訟法

の規定による司法警察員として、薬物密輸･密売事件等の捜査に従事します。

さらに、病院や薬局における医療用麻薬等の管理に関する監督・指導、学生や各種団体に対する

薬物乱用防止啓発活動、薬物乱用に関する相談への対応など、その活動は様々な分野にわたります。

また、国際会議に参加して世界的な薬物情勢について情報や意見の交換などを行っているほか、

薬系技官は押収した薬物の鑑定業務も行います。

■ 麻薬取締部・支所の組織
麻薬取締官は、厚生労働省の地方支分部局で

ある地方厚生（支）局の麻薬取締部（支所）に

所属し、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）に事務所があります。

現在の全国定員は296名という少数精鋭の組

織で、うち沖縄麻薬取締支所は14名です。

■ 先輩からのメッセージ 平成２８年４月採用（7年目） 厚生労働事務官男性

これまで麻薬取締官として捜査に従事してきましたが、皆さんが持つ捜査機関のイメージとは

裏腹に、実際の業務は地道な作業が多いものになります。

もちろん、捜査現場では危険が伴うので日頃から緊張感が必要です。身体的、精神的にも大変

ですが、休暇をまとめて取得できる風潮もありますので、仕事とプライベートにメリハリをつけ

ることができます。

研修については、採用初年度に行われる新規採用職員研修をはじめ、各年代を通して様々な研

修が行われますが、現場で先輩職員とバディを組んで経験を積んでいくことも重要です。

わずかな手掛かりから捜査を始め、苦労の末、事件解決に至ったときには、達成感ややりがい

を感じます。

麻薬取締官に少しでも興味を持った方は、ご連絡ください。お待ちしています。

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 –
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～ ひと、くらし、未来のために ～ 

 
 
 

 
 

「沖縄の人たちの『働く』をもっともっといいものにするために一緒に働いてみませんか」 
～ 「働く」ことのために働く ～ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

  
◎ 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行っています。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。 

※試験年度別。( )はうち女性、労働基準監督官は含みません。（R４.12 月現在） 

◎ 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。原則、県外への転勤は

ありません。 
 
 

 
私が労働行政に興味を持ったのは、学校で行われた労働局職員による労働行政の説明会に参加したのがき

っかけです。労働行政は直に国民と触れ合う機会が多く責任も大きいが、そこにやりがいを感じられる、と
いう話にひかれました。官庁訪問の際に他省庁の説明も受けましたが、労働行政が国民の生活に一番近くで
寄り添うことができる仕事であると感じ、志望することにしました。実際に入省してみて仕事で大変なこと
はたくさんありますが、その分たくさんやりがいも感じられます。先輩方も優しくて職場の雰囲気も良いの
で、ぜひ、みなさんと一緒に働けることを楽しみにしています。（令和２年度 採用） 

 
【連絡先】〒900-0006 

那覇市おもろまち 2-1-1 那覇第 2 地方合同庁舎 1 号館（４階） 
沖縄労働局総務部総務課人事係（℡098-868-4003） 
https://jsite.mhlw.go.jp/okinawa-roudoukyoku/home.html 

試験種別・試験年度 令和２年度試験 令和３年度試験 令和４年度試験 

一般職（大卒程度）※旧Ⅱ種 ３（１） ０（０） １（１） 

一般職（高卒程度）※旧Ⅲ種 １（１） ０（０） １（０） 

 
 

 労働基準法などの法令に基づき、長時間労働の抑
制、賃金の確実な支払い、不適切な解雇の防止、労
働災害の防止などを推進しています。また、仕事中
や通勤中のケガなど、労働災害に遭われた方やその
遺族に対して、労災保険給付を行っています。 

  
 仕事を探している人と働く人材を求める人を結び
つける職業相談・職業紹介、労働者が失業した場合
の失業等給付の支給、障害者・高齢者などの就職促
進など、全ての人々がその能力を最大限に発揮して
働けるようにするとともに、人材を求める企業のニ
ーズに応えることなどを目指します。 

  
 働きやすい雇用環境を実現するため、男女雇用機
会均等法や育児・介護休業法等の法律、制度の周
知、事業主への指導、相談受付、紛争解決援助など
を通じて、「働き方改革」と「女性活躍の推進」の
一体的な取組の支援・職場環境整備を推進していま
す。 

 

 全ての人々が能力を高め、各々に適した仕事に就
けるよう支援を図る部門です。 
 職業能力の開発・向上に向けた支援を通じて、働
く人の未来への挑戦にしっかり寄り添うことで、全
ての人が持てる能力を存分に発揮し、いきいきと働
くことのできる社会の実現を目指します。 

～先輩からのメッセージ～ 
 
 

≪労働基準部門≫ ≪職業安定部門≫ 

≪人材開発部門≫ 

 

 

≪雇用環境・均等部門≫ 
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098-866-6474 FAX 098-860-1376
https://www.safety-naha.meti.go.jp/

https://twitter.com/hoan_naha
E-mail bzl-s-naha-kanri@meti.go.jp
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■こんな仕事をしています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

■採用状況                                 

                                                    

■採用されると               ■先輩からのメッセージ 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

■お問い合わせ先 

 

 

 

 

試験区分 

総合職（技術） 
一般職（技術） 

大卒程度 

一般職（行政） 

大卒程度 

一般職（事務） 

高卒程度 
デジタル、工学、数理科学・物理・地

球科学、化学・生物・薬学、農業科

学・水産、農業農村工学、森林・自然

環境 

デジタル・電気・電子、機械、土木、

建築、物理、化学、農学、農業農村

工学、林学 

行政関東甲信越 事務関東甲信越 

R2 年度 3（1）名 10（4）名 1 名 2(1)名 

R3 年度 3 名 13（6）名 4（1）名 2(1)名 

R4 年度 4（2）名 11（5）名 4（1）名 3(2)名 

 

ある日のスケジュール 

 

08:30  出勤 

        メールチェック 

08:45  電子基準点のデータ 

チェック・保守手配 

09:30  データ解析 

12:00  昼休み 

 

13:00  会議・資料作成 

15:00  議事録作成・試験観測 

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】https://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。さらに一

般職の技術系職員は約１年間、国土交通大学校で各

種測量等の研修があるので、測量が初めての方でも

心配いりません。 

【配属先】 

茨城県つくば市の国土地理院本院で採用され、主に

本院で勤務することとなります。 

【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。 

小学生の頃から数学・理科が好きで大学も

理系の学部に進み、技術的な業務ができる

仕事に就きたいと常々思っており、結果的

に国土地理院にたどり着きました。国土地

理院では今まで学んできた知識を活かせる

のはもちろん、研修も充実しており新しい

知識もたくさん身につけることができま

す。学生の頃学んできたことを活かしつつ

新たな挑戦がたくさんできる職場です。地

図・測量に興味がある皆さん、今知識がなく

ても全く気にせず是非国土地理院に一度来

て見てください。 

（平成 27 年採用 女性） 

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 
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現在は航空灯火等の電気施設の維持管理に携わっています。

また、日々の業務が航空機の安全運航に繋がっていることにや

りがいを感じています。入省時、電気の知識はほとんどありま

せんでしたが、先輩の方々の適切な指導により知識を得ること

ができています。
【平成３１年度/技術（大卒）】

那覇空港事務所 航空灯火・電気技術官

国土交通省 大阪航空局

〒540-8559 大阪府大阪市中央区大手前4-1-76（大阪合同庁舎第4号館）

☏：０６－６９４９－６２０４（人事課 人事第一係）

国土交通省 大阪航空局

学生の頃から空港での仕事に興味があり、航空局の機械職に入省

しました。主な業務は、航空機の安全運航を支える非常用発電装

置、無停電電源装置、空港用化学消防車や空気調和設備の保守及

び管理です。働きやすい職場環境のなか、非常にやりがいを感じ

ながら仕事をしています。是非私たちと一緒に働きましょう。

【平成３１年度/機械（高卒）】

那覇空港事務所 施設運用管理官（広域施設担当）

職員の給与管理業務を行っています。職員が400名近くおり

大変なときもありますが、空港職員を支える立場としてやり

がいを感じています。毎日航空機を間近に見ながら仕事がで

きるのも魅力の一つだと思います。
【平成３０年度/事務（大卒）】那覇空港事務所 総務課

大阪航空局は、空港の整備・維持管理、航空交通の安全確保をはじめ、利用者の利便向上と航空運送

事業の発展を担う国土交通省の組織です。航空機が安全に運航できるように様々な角度からサポート

することが私達の使命です。

＜行政職の業務内容＞

○空港管理（運送事業等の許可、ﾍﾘﾎﾟｰﾄ等の設置許可、空港内での構内営業承認等）

○空港周辺対策（航空機騒音に係る様々な対応）

○内部管理（総務、人事、会計といった事務管理）

＜電気・機械職の業務内容＞

○空港における航空灯火等の電気施設、非常用発電装置等の機械施設に関する新設、更新等の調査、

実施の企画立案、設計、工事監督などを行います。

＜土木・建築職の業務内容＞

○空港における滑走路や管制塔といった土木・建築施設に関する新設、増設、改修等の調査、実施

の企画立案、設計、工事監督などを行います。

業務内容

勤務地、転勤、昇進

原則として那覇空港事務所に配属となり、約２～３年毎に異動を経験しながらキャリアパスを

積んでいき、東京の霞が関にある国土交通省本省航空局への異動も可能です。勤務成績に基づき、

係長・課長補佐・課長級等へと昇進し、部長や空港長への道も開かれます。

先輩からのメッセージ

◆職員数 行職職 約260名、技術職・専門職 約2,300名（うち女性職員合計 約430名）＜R4.1.1現在＞

◆採用数 採用区分：一般職（大卒・高卒）行政及び技術系の全区分

採用実績：H31年度:6名、R2年度:10名、R3年度:4名（内定）＜R4.1.1現在＞
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●こんな仕事をしています

●採用実績

●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２２０名です。

対象試験区分
＜一般職試験＞
行政
物理、電気・電子・情報、
化学、土木

気象庁マスコット
「はれるん」

配 属 先
技術系区分は、全国の
気象官署に配属されま
す。
行政区分は基本的に沖
縄管内への配属となり
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、
職場内研修を経て気象大学校
（千葉県柏市）の技術研修を受
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。自然災害から国民の安全を守り、地球環境の保全に寄与し、生活や産業を支える「気象のプロ
フェッショナル集団」それが気象庁です。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。

〒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 TEL：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 R２年度 R3年度 R4年度

行 政 １名(0) 4名(０) ４名(１)

物 理 62名(１2) ６5名(7) ６3(11)

電気・電子・情報 1名(０) 8名(０) 8名(1)

化 学 5名(2) 1名(0) 27名(５)

土木 - - 9名(1)

※技術系は全国採用、事務系は沖縄管内採用
※（ ）は女性の内数

私は学生時代から気象学や海洋学などに興味があり、その分野で仕事に就きたい
と思い、気象庁に入庁しました。

現在、那覇航空測候所の観測現業で那覇空港及びその他の離島空港の気象状況
を監視しています。業務は主に気象の目視観測・通報、気象測器の点検及び障害対
応となり、関係機関と連絡を密にしています。気象測器の点検は高頻度であり、障害
対応となると専門知識が必要です。

また、悪天時には気象状況の急変を伝える通報の回数が多くなり、忙しいですが、
国民が多く利用する航空機の安全に関わるため、とてもやりがいの感じる仕事です。
まだまだ覚える仕事は多いですが、先輩方が優しく教えてくれるため、分からないこと
を聞きやすい職場です。

気象庁は気象、地震、火山、海洋などの様々な分野があり、転勤もあるため、様々な
経験ができます。また、研修でも様々なことが学べ、スキルを身に着けることができま
す。気象庁で皆さんと働ける日を心よりお待ちしています。

（令和４年４月採用 一般職物理 M.Ｋ）

08：30 出勤、夜勤者からの引継ぎ、メールの確認

09：30 観測副担当：観測機器の点検や障害対応、
管内空港の観測データ確認、観測主担当の補助

11：30 観測主担当：那覇空港の気象状況を常に
監視し、30分毎（気象状況が変化した時はその都
度）に観測通報

15：30 観測副担当：現業日誌の作成、部内イント
ラの作成。観測主担当の補助など

16：30  夜勤者へ引継、メールの確認など

17：00 残務整理を行い退庁

ある日（昼勤務）のスケジュール
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            国土交通省 運輸安全委員会事務局那覇事務所 
○採用区分 
 国家公務員採用一般職試験（大卒程度） 

「行政」・・・本府省採用 

「デジタル・電気・電子」、「機械」、「土木」、「物理」、「化学」・・・採用時勤務地東京 

 

○運輸安全委員会の業務 

 運輸安全委員会は、航空、鉄道、船舶の事故等の調査

により、事故等の原因究明を徹底して行うことによっ

て、事故等の再発防止を図り、運輸の安全性の向上を

目指している独立した機関（国土交通省の外局）です。 

事故が発生すると、事故調査官が事故現場へ派遣さ

れ、関係者からの口述聴取、物件の検査、資料収集な

どの事実調査が行われます。 

事故現場で行われた事実調査から、試験研究や、総

合的な解析を行います。事故調査官は、これらの結果

を踏まえ、事故調査報告書案を作成します。 

 事故調査官が作成した事故調査報告書案は、委員会

又は部会において審議します。 

部会等で報告書案がまとまると、原因関係者への意

見聴取や関係国への意見照会の手続きを行った後、報

告書を議決します。 

議決した報告書は、国土交通大臣へ提出するととも

に、運輸安全委員会のホームページで公表します。 

 
○キャリアアップイメージ 

採用されて数年は、事務系・技術系関係なく、本部

（東京）の総務課や参事官に配属され、行政事務の基

本を身に着けます。その後、技術系の方が早く、事故調

査に関わる業務を行うことになりますが、事務系職員も知識・経験を習得した上で、事故調査官に登用していき

ます。 

係員・係長（調査官補含む）、専門官・課長補佐（調査官含む）等の各ステップにおいて、研修や人事交流を経

て、管理（総務・会計・企画）、事故調査、統計分析、国際渉外など、多種多様な分野で活躍していただきます。 

 
○先輩からのメッセージ 

私は、機械系技官として入庁しました。運輸安全委員会は、理工系の皆様でも大学で得た知識を存分に職務に

活かしつつ、考え学び続けられるフィールドだと思います。（係員/R3 年採用/男性） 

出勤時間、お休み等に融通がきくので、勉強や趣味の時間を作ることができています。小さな組織ですが、様々

な経歴を持つ方々がいらっしゃいます。（係員/R3 年採用/女性） 

 

○連絡先 

〒901-0001 沖縄県那覇市港町二丁目１１番 1 号 那覇港湾合同庁舎 8 階   電話:098-868-9335 

※ 採用に関する問い合わせ先：運輸安全委員会事務局 総務課人事係 

〒160-0004 東京都新宿区四谷一丁目６番１号 四谷タワー１５階 

電話:03-5367-5025（内線 122,123）URL: http://www.mlit.go.jp/jtsb/index.html 
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環境省 沖縄奄美自然環境事務所
＜こんな仕事をしています＞
当事務所は、鹿児島県の奄美群島以南と沖縄県全域を管轄区

域としており、西表石垣国立公園、慶良間諸島国立公園、やん
ばる国立公園及び奄美群島国立公園、崎山湾自然環境保全地域
並びに沖縄奄美世界自然遺産地域の管理、1２ヶ所の国指定鳥獣
保護区の管理、管内に生息・生育する希少な野生生物の保護と
外来生物の防除等に関する業務を行っています。また、地域の
脱炭素 の推進に関する業務も行っています。化
当事務所は、奄美、徳之島、やんばる、慶良間、沖縄南部、

石垣、西表の７ヶ所に現地事務所を置き、職員が地域と向き合
いながら業務に取り組んでいます。

＜採用について＞
環境省は、国家公務員採用試験合格者のうち、次の試験区分から採用を行ってい

ます （本省一括採用）。
総合職： 事務官）行政、法務、政治・国際、法律、経済、教養 （理工系技官）（ 、

工学、数理科学・物理・地球科学、化学・生物・薬学（自然系技官）森林・自然環
境、化学・生物・薬学
一般職（大卒程度 ： 事務官）行政 （理工系技官）電気・電子情報、機械、土）（ 、

木、建築、物理、化学（自然系技官）林学、農学、土木、農業農村工学
一般職（高卒者 ：事務（関東甲信越地域））
採用されると、東京・霞ヶ関の本省だけでなく、全国の地方環境事務所、自然環

境事務所等に勤務する機会があります。その中の一つが、沖縄奄美自然環境事務所
です。特に、総合職：森林・自然環境、化学・生物・薬学、一般職：林学、農学、
土木、農業農村工学の“自然系技官”の試験区分から採用された方は、こうした地
方勤務の機会が多くあります。

＜職場の魅力＞
業務のやりがいは 「人間にとって不可欠な自然環境を守、

るとともに、うまく活用することにより、地球や地域のため
に貢献できること」でしょう。
沖縄や奄美にはヤンバルクイナやアマミノクロウサギ等、

世界でこの地域しかいない多くの固有種や希少種が生息して
います。しかし、生育・生息環境の悪化や、外来生物の侵入
等、そうした野生生物を脅かす問題がたくさん起こっていま
す。国際的にも重要なこの地域のサンゴ礁も、白化や様々な
人間活動の影響等により、以前に比べ大きく衰退してきてい
ます。沖縄奄美自然環境事務所では、貴重な野生動植物や生
態系を守るため、各種調査、外来生物の防除、自然の再生な
どを実施するととともに、豊かな自然環境をうまく活用する
ために、国立公園の管理や整備なども進めています。

また、沖縄奄美地域における地域の脱炭素化の推進のため、脱炭素先行地域の案
件形成支援等に取り組んでいます。
より良い明日の環境や社会を創るために、ともに取り組みませんか。

＜連絡先＞
〒900-002２ 那覇市樋川1-15-15 那覇第一地方合同庁舎１階
環境省 九州地方環境事務所 沖縄奄美自然環境事務所
TEL ０９８－８３６－６４００ URL http://kyushu.env.go.jp/okinawa/
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857-8567 TEL(0956)23-7111 3591
https://www.mod.go.jp/msdf/sasebo/
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862-0901 1-1-1 096-368-5111( 2313)

https://www.mod.go.jp/j/saiyou/
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【沖縄支部】〒904-0202 
沖縄県中頭郡嘉手納町字屋良 1058 番地 1 

（道の駅「かでな」隣り） 

☎ 098-921-5531  https://www.lmo.go.jp 
 

 エルモは、防衛省を主務省とする独立行政法人とし

て、駐留軍等に必要な労働力を確保することを目的

に、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っています。 
 在日米軍基地に勤務する約 26,000 名の駐留軍等労

働者のうち、約 9,000 名が在沖米軍基地に勤務してお

ります。 
機構本部（東京都港区）のほか全国に 8 支部 1 分

室が置かれ、約 280 名の職員が在籍しております。

沖縄支部には現在約 70 名が在籍し、駐留軍等に必要

な労働力を確保するため、日々業務に努めています。 

 主 な 
業 務 募集等に関すること 給与、退職手当、旅費に関すること 

給 与 労務管理 
社会保険、安全・衛生に関すること 
 

福利厚生    

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、沖縄支部給与課で、在沖米軍基地

に勤務している在日米軍従業員の給与の支
給に関する業務を担当しています。 

具体的には、扶養・通勤・住居手当等の
諸手当の届出に必要な書類の案内、提出さ
れた届出書類の審査や給与証明書、源泉徴
収票等の各種証明書類の発行などの業務を
行っています。給与業務を円滑かつ確実に
実施することは在日米軍従業員の生活を支
えることにつながるため、プレッシャーも
ありますが、頼れる先輩方のおかげで楽し
く仕事ができ、やりがいを感じています。 

また、エルモは職場の雰囲気も良く、ワ
ーク・ライフ・バランスが充実しているた
め、仕事と生活とを両立させ、充実した毎
日を送っています。 

このような恵まれた環境で、是非一緒に
働いてみませんか。 

（令和３年度 一般職（大卒）行政採用） 

    

採用されたら 

機構の仕事について・ＰＲ 

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。 
 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。 

 

独 立 行 政 法 人 

駐留軍等労働者労務管理機構 
 エルモ 
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専門職試験の紹介
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内閣府 沖縄総合事務局財務部

「財務専門官」は、全国 10の財務

局・財務支局及び沖縄総合事務局

財務部において、財務省の総合出

先機関として、また金融庁の事務

委任を受けて、財政、国有財産、

金融等に関する施策を、地域の特

性を踏まえて実施するとともに、

財務省・金融庁の重要施策等を広

報し、地域の意見・要望や地域経

済の動向を財務省・金融庁に的確

かつ迅速に伝達することで、地域

に貢献する仕事をしています。 

 ～ 財務局（沖縄総合事務局財務部）の主な業務 ～

 

 

～ 財務局と地域経済、財務省・金融庁との関係 ～            ～ 財務専門官採用状況 ～ 

 

令和 5年度  2名（予定） 

令和 4年度  1名 

令和 3年度  3名 

令和 2年度  0名（一般職 2名） 

平成 31年度  0名（一般職 1名） 

平成 30年度  1名 

平成 29年度  1名 

 

財務専門官採用の詳細 

は下記をご覧ください 

採用サイト 

   

 

 連絡先 

沖縄総合事務局 

財務部 財務課 
Tel ： 098-866-0091 

 

～ 先輩からのメッセージ ～ 
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皇宮警察本部は、警察庁の附属機関であり、天皇皇后両陛下はじめ皇族方の護衛、

皇居や御所等の警備を任務としています。私たちは、「警察官」ではなく、「皇宮護衛官」 

といいます。 

■ 護衛部 

国内外問わず、皇室の方々の直近で護衛にあたり御身辺の安

全を確保します。白バイ、側車、騎馬での護衛任務もあります。 

■ 警備部・護衛署 

   皇居や赤坂御用地をはじめ、１都１府４県にわたり皇室用財産

である場所や施設の警戒警備に当たるとともに、警備計画の企

画、立案などを行っています。 

■ 警務部門 

縁の下の力持ちとして、人事、採用、会計、福利厚生、職員の

教養などの業務を通して組織の運営、管理に当たっています。 

 

■ 皇宮護衛官採用試験（大卒程度試験）   ■ 皇宮護衛官採用試験（高卒程度試験） 

■ 皇宮護衛官（武道有段者）選考採用試験    ※ 詳細は人事院及び皇宮警察本部ＨＰをご覧ください。 

■ 皇居内の皇宮警察学校に、大卒の方は６ヵ月、それ以外の方は 10 ヵ月入校します。 

授業では、法律や武道のほか、皇室に関する教養、短歌、詩吟など、皇宮警察ならではの情

操教育も行われます。 
■ 卒業後は護衛署に配属され、警戒警備の任務に就きます。本人の希望や能力を考慮の上、    
外部機関等での研修のほか、乗馬や白バイなどにチャレンジすることができ、業務の幅をさら
に広げることができます。階級や経験年数に応じて、関係警察へ出向することがあります。 

主な勤務地 

皇 宮 警 察 本 部 

私が皇宮護衛官を目指したきっかけは、採用説明会を聞いた際、

日本の伝統ある皇室を「自らの手で護る仕事ができる」、皇室の

方々の「側近で仕事ができる」というところに魅力を感じたからです。 

私は現在、皇居の中にある、国家的行事や皇室関連行事が行わ

れる宮殿と一般の方々にも開放されている東御苑を管轄する坂下

護衛署で日々歴史と伝統を感じ、やりがいを持って警戒警備の勤務

に従事する傍ら、白バイの訓練員として訓練にも励んでいます。 

皇宮警察では、スキー、白バイ、騎馬での護衛や警察犬担当など

特殊な勤務に就くことも可能です。また、努力次第で皇宮警察の代

表として武道や拳銃、逮捕術の全国大会に出場することも出来ま

す。同郷の皆さんと一緒に仕事ができる日を楽しみしています。  

 

平成 29 年４月採用 沖縄県出身 
皇宮護衛官採用試験（高卒程度） 

連 絡 先 
〒１00-0001 東京都千代田区千代田１－３    

皇宮警察本部 警務課人事第二係     

TEL：（０３）- ３２１７ -１５１６（採用直通）           

Mail：kougusaiyou@npa.go.jp 

httpｓ://www.npa.go.jp/kougu/index.html  
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          http://www.moj.go.jp/HOGO

098-853-2947
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Immigration Services Agency of Japan

TEL
HP https://www.moj.go.jp/isa/index.html 
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厚生労働省那覇検疫所(食品衛生監視員) 

 

○こんな仕事をしています 

検疫所の専門行政職は、全国の主要な海港・空港の検疫所において、輸入食品の安全性を確保するため

の監視及び指導（輸入食品監視業務）、輸入食品等に係る微生物検査と理化学検査（検査業務）、検疫感染

症の国内への侵入防止（検疫衛生業務）の業務に従事しています。 

○採用状況・対象試験区分・・・令和 4年食品衛生監視員 1名 

検疫所における専門行政職の採用については、平成 24 年度より人事院が新たに創設した専門職試験の

一つである食品衛生監視員採用試験として実施されています。 

○求める人材 

検疫所は、最前線で輸入食品の安全性の確保や検疫感染症の国内への侵入を防止するという重要な業

務を行っており、中でも専門行政職である検疫所の食品衛生監視員は技官としての輸入食品の監視・指導

及び輸入食品・検疫感染症の検査等、専門性を持った人材が求められています。 

○職場の魅力・ＰＲ 

検疫所は食品衛生監視員等の専門行政職の他にも、検疫感染症に対応する医師、看護師及び一般行政職

等、さまざまな職種の職員で組織され、職種にとらわれず活気がある職場です。 

○採用後の処遇 

採用後は、検疫所の厚生労働技官として食品監視業務、検査業務及び検疫衛生業務の技術的な研修を受

講し、段階的にスキルアップをしていきます。また勤務地は全国に渡りますが、自身の希望に応じた業務

及び勤務地へ異動することが可能です。なお、ワークライフバランスについても推進しており、職員の事

情に応じた勤務体系になるよう組織的に努めています。 

○先輩からのメッセージ 

私は現在、那覇空港検疫所支所で食品衛生監視員として輸入食品の監視・指導及び、検疫感染症の検査

業務に従事しています。どちらの業務も国民の食の安全や健康を第一線で守る重要な仕事であり、自分の

仕事が人々の生活に直結していることを実感できるとてもやりがいのある仕事です。国民生活の基盤と

なるような仕事をしたいと思っている方は、是非、国家公務員として共に働きましょう。 

（令和 3年度食品衛生監視員採用試験により那覇検疫所採用 下地寿美玲） 

【一日のスケジュール】 

8:30 出勤 

10:00保税蔵置場所で輸入食品のモニタリング検査のための 

サンプリング 

11:00 検査後の処理 

12:00 昼食 

13:00 検査室にて検疫感染症の検査 

17:15 退庁 

 

○連絡先〒900-0001 那覇市港町 2-11-1 那覇検疫所総務課 

電話 098-868-8037 FAX 098-861-4372 
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仕事をしていると、誰かの
「気づき」をきっかけにチーム
の意識と行動が自然と揃い、
助け合いながら共通のゴール
へ進み出す瞬間があります。
「あれ？」と思ったことを発信
し、受け止め、行動に結びつ
けるコミュニケーションとチー
ムワークは管制の仕事に欠
かせません。このやりがいの
ある管制チームの一員として
一緒に仕事できる日を楽しみ
にしています。

世界と繋がる！世
界へ繋げる！
2002年 航空保安大学校 修了

現在の勤務地
成田空港事務所 主幹航空管制官

航空路管制業務

主に巡航中の航空機にレー
ダーを用 いて指示を与えます。
全世界の空の中で、日本が担当
する空域を４つの航空交通管制
部が担当しています。

チームワークで最
高のサービスを
2017年 航空保安大学校 修了

現在の勤務地
宮崎空港事務所 航空管制官

航 空 管 制 官

飛行場管制業務

空港を中心に約９㎞圏内を担
当しています。空港にある管制
塔から目視により航空機を捉え
、離着陸の許可、飛行場面の移
動の指示等を発出します。

ターミナルレーダー管制業務

空港から約１００㎞圏内を
担当 しています。航空交通
管制部から引き継いだ到着
機は、ここで レーダーを用い
て順序よく並べ管制塔へ受け
渡します。

パイロットと交信する
のは一人ですが、常に
チームや上司、他職種
の方々に支えられて仕
事をしています。今の生
活で、普段からコミュニ
ケーションを広くとり、人
との出会いや関わりを
大切にすることをお勧め
します。また、多様な考
え方ができ、受け入れら
れるようになると、管制
官になってからも責任の
重圧に負けず、仕事を
楽しむことができると思
います。
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2011年度
航空電子科 採用

現在の勤務地

性能評価センター

私が勤務している性能評価

センターでは、人工衛星を利用し

た航空管制サービスの提供に必

要となる装置の運用を 行うととも

に、航空管制の必須 要素である

C（通信）・N（航法）・S（監視）各

分野において提 供されている航

空管制サービ スの品質性能を

監視・分析・ 評価し、安全性及び

運航便益 の向上に寄与していま

す。

他官署では経験できない衛

星に関連する業務に携わること

ができ、やりがいを感じます。

航空管制運航情報官とし

て、航空機と無線で交信を行

い、運航に必要な情報を提供

する業務を行っています。どの

ような場面でも的確な対応が

できるよう、パイロットの立場

や状況を意識した情報提供を

心がけています。管制機関や

航空会社など様々な機関と連

携し、航空機の安全な飛行を

サポートすることができるやり

がいのある仕事です。

航空管制運航情報官の主な業務

航空機の運航に必要な情報の収集・提供、飛行
計画の審査、航空機の運航に関する許可、航空機
の捜索救難、滑走路や駐機場の管理、無線を使
用して航空機の運航をサポートするための情報
提供など多岐にわたる業務を行っています。

航空管制技術官の主な業務

日本全国に配置した様々な通信システム、航法シ
ス テム、監視システム、管制情報処理システムを支
えるエ ンジニアです。業務は、システムの運用、操
作、監視、 診断、点検整備、データ分析、改良、さら
には新技術導入のための開発試験評価など多岐に
わたります。

2013年度

航空情報科 採用

現在の勤務地

山口宇部空港出張所

航 空 保 安 大 学 校

学 生

国土交通省 航空保安大学校

〒598-0047 大阪府泉佐野市りんくう往来南3番地１１

TEL 072-458-3917(採用専用）
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●気象大学校について

●カリキュラム

●採用されたら

●魅力PR

●先輩からのメッセージ

●連絡先

気象大学校とは 気象大学校は、千葉県の柏市にある気象庁の中核となる職員を養成するための気象庁の施設機関です。
学生数は６０名（約１５人×４学年）国家公務員気象大学校学生採用試験によって採用された学生は、４年間気象業務
の基盤となる地球科学、基礎学術、一般教養に加えて、防災行政などの知識・技術の教育を受けます。卒業後は、将来
の幹部職員候補として気象業務の第一線で活躍することが期待されます。教育課程は大学設置基準に沿っていますので、
卒業生には学士（理学）の学位が授与されます。

受験資格 令和6年３月までに高校卒業見込み（高校3年生）の者、浪人生は２浪まで受験することができます。

学 校 生 活
千葉県柏市にある気象大学
校で学校生活を送ります。
日常生活は寮生活を基本と
し、規則正しい生活とチー
ムワークを身に着けます。

卒 業 後
全国各地にある地方気象台等
に配属され、気象、地震・火
山、観測、予報、防災、調査、
技術開発等を行います。南極
観測隊等で活躍している卒業
生もいます。

給 与
入学により、気象庁職員とし
て採用されます。給与（毎月
約14万円）の他、諸手当（地
域手当、年2回の期末勤勉手当
（ボーナス等）が支給されま
す。

授 業 料
入学金、授業料は必要ありま
せん。但し、教科書代、食費
等は自己負担となります。

休 暇
１年に20日の年次休暇、3日
間の夏季休暇等があります。

気象大学校では、気象、地震火山、地球科学等の分野において、業務に密接に関連した専門的な
教育が行われています。そのほかにも、気象庁内外で活躍中の講師による講義や職場実習など気象
庁で働くための実践的な授業を入学金、授業料無しで受けることができます。また、年間を通じて
様々な行事があり、学生が主体的に運営する学校祭「紫雲祭」などもあります。そのほか、課外活
動も盛んで体育会系・文科系のサークルがあり、勉学以外でも楽しい時間を過ごしています。毎年
８月上旬にはオープンキャンパスも行われていますので興味のある方はぜひご参加ください。

沖縄気象台総務課人事係 TEL：０９８-８３３-４２８１（内線５１５又は５１６）
気象大学校ホームページＵＲＬ http://www.mc-jma.go.jp/mcjma/index.htm

＜専門職用＞

将来の気象庁の中核職員として職務遂行に必要な素養を培う。
気象業務に関する技術開発や企画・指導に寄与しうる能力を養う。

教育
方針

教
育
課
程

教養
人文科学、社会科学、
外国語

基礎
数学、物理学
科学、情報科学

専門
気象学、地震・火山学、
海洋学、セミナーなど

防災行政に関する科目、
業務演習、観測実習
など

教官
専任教官 2６名
非常勤講師 １３名

特
修
課
程

気象庁マスコット
「はれるん」

気象大学校外観

気象大学校では気象だけではなく、地震・火山、海洋、防災など様々な専門科目
を学ぶことになります。そのため、入学時点で将来の明確なビジョンが持てていな
くても、色々と学んでいく中で自分の興味のある分野を見つけることができます。
気象大学校の学生には気象が大好きな人もいますが、漠然とした興味程度の志
望動機の人も多くいるので、志望するにあたって気後れする必要は全くありません。

入学後は親元を離れた学生寮での生活で、学費が必要なく給与も支給されるた
め、経済的にも自立した環境で勉学に打ち込めます。学生数が少ないこともあって、
同期はもちろん先輩や後輩との距離が近く、また後輩の面倒を先輩が見るという
伝統があるため、入学したばかりのときでも非常に安心感があることと思います。
気象大学校のOB・OGは日本全国の官署で勤務しているため、在学時に築いた人
間関係は卒業後も全国各地で活きてきます。

気象庁の業務に少しでも興味のある方は気象大学校という選択を検討してみて
はいかがでしょうか。

平成30年度 専門職（気象大学校）区分採用 Ｋ.Ｎ
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202３年度
採用試験情報
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https://www.npa.go.jp/kougu/recruit/index.html

https://www.moj.go.jp/jinji/shomu/jinji05_00014.html

https://www.nta.go.jp/about/recruitment/kokusen/shiken/test_02.htm

https://www.mhlw.go.jp/general/saiyo/shokukan.html

https://www.mhlw.go.jp/general/saiyo/kantokukan.html

https://www.cab.mlit.go.jp/asc/exam/index.html

https://www.kaiho.mlit.go.jp/recruitment/

https://www.jinji.go.jp/saiyo/saiyo/sonota/sonota.html
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https://www.npa.go.jp/kougu/recruit/index.html

https://www.moj.go.jp/kyousei1/kyousei_kyouse13.html

https://www.cab.mlit.go.jp/asc/exam/exam-student.html

https://www.mc-jma.go.jp/mcjma/educational/adopt.htm

https://www.kaiho.mlit.go.jp/recruitment/
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初任給

代表的な手当

　　通勤手当→交通機関を利用して通勤している者等に、定期券相当額１箇月当たり最高５５，０００円

　　住居手当→借家（賃貸のアパート等）に住んでいる者等に、月額最高２８，０００円

　　扶養手当→扶養親族のある者に、子月額１０，０００円等

　　期末・勤勉手当（ボーナス）→１年間に俸給等の約４．４月分

○勤務時間

給与、勤務時間、休暇について

 ○給与 （令和４年４月１日以降）

１８５，２００円

１５４，６００円

一般職試験（大卒程度試験）
（行政（一）１－２５の場合）

一般職試験（高卒者試験）
（行政（一）１－５の場合）

※　防衛省（特別職）、行政執行法人等に採用された場合の給与、勤務時間、休暇等については、別
　途、防衛省、行政執行法人等ごとに定められた規定によります。

●介護休暇

　原則として、１日７時間４５分（週３８時間４５分）、土・日曜日及び祝日等の休日は休みです。
　なお、採用先によっては、交替制勤務（週３８時間４５分）となる場合があります。

　　原則として、１年間で２０日（４月１日採用の場合、採用の年は１５日）。残日数は２０日を限度
　として翌年に繰越しでき、年に最高で４０日。

○休暇

　　職員が負傷又は疾病のため療養する必要があり、勤務しないことがやむを得ないと認められ
　る場合。

　　夏季休暇、職員が結婚する場合、出産する場合、親族が死亡した場合、ボランティア活動に参
　加する場合等。

　　配偶者、父母、子等が負傷又は老齢等により介護が必要な場合。

●年次休暇

●病気休暇

●特別休暇

52



・「最終合格＝採用」ではありません。各府省での面接などを受ける必要がありますので、希
望する府省等を積極的に訪問しましょう。官庁訪問は、志望する府省等に関する知識を深め
るとともに、試験合格後の採用に向けての自己ＰＲの重要な機会となります。

・最終合格者の受験番号は、インターネットでご確認ください。
※詳細については、第１次試験で配布される受験心得でご確認ください。

・志望官庁から採用の内定を得ることで、あなたも国家公務員の仲間入り！

　採用までの流れ
　　　　　　　　　　～　一般職試験（大卒程度）～

・人物試験です。
・試験開始時刻を確認して、余裕を持って試験会場にお越しください。

・試験の申込みは「インターネット申込み」をご利用ください。（Ｐ５２を参照）
　※インターネット申込みに関する問合せは、人事院人材局試験課（電話（03）-3581-5311
　　（内線2332（大卒程度試験））までご連絡ください。

・筆記試験です。
・顔写真を貼った受験票、筆記用具を忘れずに。
・受付開始時刻を確認して、余裕を持って試験会場にお越しください。

・第１次試験合格者の受験番号は、インターネットでご確認ください。
　※詳細については、第１次試験で配布される受験心得でご確認ください。

受験申込み

第１次試験

第１次試験合格発表

第２次試験

最終合格発表

採用（内定）

官庁訪問
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・官庁訪問は、志望する府省等に関する知識を深めるとともに、試験合格後の採用に向けて
の自己ＰＲの重要な機会です。多くの官庁を訪問してください。

・最終合格者の受験番号は、インターネットでご確認ください。
※詳細については、第１次試験で配布される受験心得でご確認ください。

・志望官庁から採用の内定を得ることで、あなたも国家公務員の仲間入り！

・「合格＝採用」ではありません。最終合格後に志望官庁の採用面接を受けて採用の内定を
得る必要があります。希望する官庁には積極的に自己ＰＲしてください。

　採用までの流れ
　　～　一般職試験（高卒者及び社会人（係員級））～

・試験の申込みは「インターネット申込み」をご利用ください。（Ｐ５２を参照）
　※インターネット申込みに関する問合せは、人事院人材局試験課（電話（03）-3581-5311
　　（内線2333（高卒程度試験））までご連絡ください。

・筆記試験です。
・顔写真を貼った受験票、筆記用具を忘れずに。
・受付開始時刻を確認して、余裕を持って試験会場にお越しください。

・第１次試験合格者の受験番号は、インターネットでご確認ください。
　※詳細については、第１次試験で配布される受験心得でご確認ください。

・人物試験です。
・試験開始時刻を確認して、余裕を持って試験会場にお越しください。

受験申込み

第１次試験

第１次試験合格発

第２次試験

最終合格発表

採用（内定）

官庁訪問

採用面接
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ページ下部へスクロール

インターネット
　　　申込みに

まずは、人事院沖縄事務所の
ホームページを検索！！

インターネット申込みの入力画面は各試
験の申込期間にしかアクセスできない
ので、事前に「インターネット申込みの説
明」や「パソコンの利用環境のチェック」
の確認、また、受験案内をダウンロード
し、申込方法を把握しておこう。

インターネット申込みは、

「事前登録」 と 「申込み」

の二段階なので注意！

①事前登録 → ②申込み
※①をすでに他の試験で行ってい

る場合は、直接②へ

Let'ｓ Tｒｙ ！

人事院沖縄事務所 検索
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沖縄管内の
採用状況等
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一般職試験（大卒程度試験）「行政沖縄」区分

うち女性 うち女性 うち女性 うち女性

46 26
(8) (4)

一般職試験（高卒者試験）「事務沖縄」区分

うち女性 うち女性 うち女性 うち女性

22 9 11 6 11 3 0 0

一般職試験（高卒者試験）「技術沖縄」区分

うち女性 うち女性 うち女性 うち女性

6 1 4 1 2 0 0 0

税務職員採用試験「税務沖縄」区分

うち女性 うち女性 うち女性 うち女性

20 10 12 7 8 3

刑務官採用試験「刑務Ａ沖縄」区分

うち女性 うち女性 うち女性 うち女性

20 4 6 10

刑務官採用試験「刑務Ａ沖縄（武道）」区分

うち女性 うち女性 うち女性 うち女性

2 2 0 0

最終合格者数

最終合格者数 内定者数
（うち採用者数）

　辞退者・
　無応答者数

希望者数

　辞退者・
　無応答者数

希望者数

最終合格者数

最終合格者数 内定者数
（うち採用者数）

希望者数内定者数
　辞退者・
　無応答者数

758

最終合格者数

２０２２年度国家公務員採用試験最終合格者の採用等状況　
(令和４年10月31日時点)

131 65 14

　辞退者・
　無応答者数

希望者数

希望者数

内定者数
　辞退者・
　無応答者数

希望者数

28

内定者数

最終合格者数
内定者数

　辞退者・
　無応答者数
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(令和４年10月31日時点)

気象庁

防衛省

独立行政法人

注　（　）内は女性を内数で示す。

一般職試験（大卒程度試験）「行政沖縄」機関別採用状況（平成30年度～４年度）

　　　　　　　　　　　　　　　　名簿作成年度
機関名

令和４年度
※内定者を含む

令和３年度 令和２年度 令和元年度 平成30年度

本省庁採用

　内閣法制局 1 (1)

　デジタル庁

　厚生労働省 1 (1)

1 (1)

　気象庁 1 (0) 1 (1)

　国土交通省 1 (0) 1 (0)

人事院

　人事院沖縄事務所 1 (1) 1 (0) 1 (0) 1 (1)

内閣府

　沖縄総合事務局 12 (5) 8 (4) 9 (4) 14 (8) 12 (4)

警察庁

　九州管区警察局沖縄県情報通信部

総務省

　沖縄行政評価事務所 1 (1) 1 (0) 1 (1) 1 (0)

2 (1) 2 (2)

(1)

2 (1)

法務省

　那覇地方法務局 3 (2) 2 (1) 3 (1) 4 (1) 4 (2)

　沖縄総合通信事務所 2 (1)

検察庁

　那覇地方検察庁 1 (0) 3 (2) 4 (1) 3 (1) 1 (0)

　九州地方更生保護委員会 1

出入国在留管理庁

　福岡出入国在留管理局那覇支局 3 (2) 3 (2) 9 (6) 32 (21) 23 (13)

公安調査庁

　九州公安調査局那覇公安調査事務所 2 (0) 1 (1) 1 (1)

財務省

　沖縄地区税関　　　　　　　 12 (6) 8 (6) 16 (7) 15

厚生労働省

　那覇検疫所 3 (1) 1 (0) 6 (4) 5 (4) 6 (3)

(5) 16 (5)

3 (0) 1 (0)

1 (1)

  沖縄労働局 1 (1) 3 (1) 3 (2) 6 (1)

　沖縄麻薬取締支所

(0) 1

2 (2)

　地方防衛局の沖縄地区所在官署 12 (7) 9 (3) 12 (8) 18 (9) 16 (3)

　沖縄気象台 2 (2) 5 (1)

(38)

2 (1)(0)

合　　　　　計 59 (30) 47 (23) 73 (53) 93

　駐留軍労務管理機構沖縄支部 3 (1) 1 (1)

(37) 99

1
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(令和４年10月31日時点)  

うち女性 うち女性 うち女性 うち女性 うち女性

海上保安庁

防衛省

独立行政法人

注　令和４年度は内定者を含む数である。

(令和４年10月31日時点)  

うち女性 うち女性 うち女性 うち女性 うち女性

(令和４年10月31日時点)  

うち女性 うち女性 うち女性 うち女性 うち女性

注　令和４年度は内定者を含む数である。

(令和４年10月31日時点)  

法務省

　沖縄刑務所

注　令和４年度は内定者を含む数である。

(0)

1

3

(0)

(0)

12 (7)

令和４年度

4

2

11 (6)

令和４年度

4 (0)

令和４年度

4 (2)

令和４年度

3 (3)

1 (1)

1 (0)

2

10

2

令和３０年度

令和３０年度

令和３０年度

6 (1)

令和３年度

12 (7)

5 (2)

令和３年度

12 (6)

令和３年度

5 (1)

4 (3)

2

2

令和２年度

19 (8)

(1)

14 (7)

1 (1)

5

1 (1)

(1)

3

3

税務職員採用試験（税務沖縄）採用状況

(0)(0)2 3

(3)

10 (5)

　地方防衛局の沖縄地区所在官署

2  沖縄労働局

(2)

　第十一管区海上保安本部

13

(0)

(0)

2 (1)

7 (4)

(2)

(0)

1 (1) 3 (1)

1

3 (2)

　那覇地方法務局

財務省

　沖縄地区税関　　　　　　　 5 (2)

(5)9

法務省

　　　　　　　  名簿作成年度
機関名

1

令和２年度 令和元年度

　地方防衛局の沖縄地区所在官署

　駐留軍等労働者労務管理機構沖縄支部

国土交通省

合　　　　　計

令和３年度

検察庁

　福岡出入国在留管理局那覇支局

　那覇地方検察庁

刑務Ａ（武道）
沖縄

刑務Ａ沖縄

　　　　　　　  名簿作成年度
機関名

12

令和２年度 令和３０年度

0

2

3

(13)

4

1

13

(3)

(7)

(2)

刑務官採用試験（沖縄地域）採用状況

厚生労働省

国税庁

令和元年度

令和２年度 令和元年度

32

　　　　　  　　名簿作成年度
機関名

　　　　　  　　名簿作成年度
機関名

(3)

(13)

　沖縄国税事務所

2

令和元年度

21

合　　　　　計

内閣府

　一般職試験（高卒者試験）「事務沖縄」機関別採用状況

　一般職試験（高卒者試験）「技術沖縄」機関別採用状況（平成30～令和４年度）

総務省

　沖縄行政評価事務所

(1)

　門司地方海難審判所那覇支所

3

　沖縄総合事務局 2 (0) 3

財務省

防衛省

(2) 3 (0)

　沖縄地区税関 1 (0)
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沖縄地区官庁ＯＰＥＮセミナー 試験制度説明会
（R5.3/1～3開催予定）

国家公務員研究セミナー 理工系の国家公務員研究セミナー
(R5/1/25～26開催) （R5.2/14開催予定）

高校生のための国家公務員研究セミナー
（R5.2/15開催予定）

※2023年度もイベントを開催する予定です。開催１ヶ月前をめどに人事院沖縄事務所のホーム
ページに詳細な情報を掲載する予定です。
　 興味がある方はこちらまで↓↓↓↓↓↓

各機関の人事担当者から直接、国家公務
員の仕事内容が聞けます。さまざまな機
関の話を聞いて視野を広げましょう。

     https://www.jinji.go.jp/okinawa/12shiken02.html

国家公務員の仕事・魅力、採用試験の日
程、試験種目、申込方法及び官庁訪問な
どについて申込から採用までの流れに
沿ってご説明します。

公務の現場を直接訪問し、職場見学や職
員との座談会等を行い、職場の雰囲気を
感じ取ることができるセミナーです。

公務に興味がある理工系の大学
生及び高校生向けに、各機関の若
手職員から業務内容及び仕事の
やりがいが聞けます。様々な機関
の話を聞いて視野を広げましょう。

人事院沖縄事務所のイベント情報

人事院沖縄事務所では、皆さまが国家公務員に興味を持ち、将来の職業選択
の一助としていただきたく、次のとおりさまざまなイベントを開催しています。

〈対面イベント〉

〈オンラインイベント〉

公務に興味がある高校生向けに、
各機関から業務内容及び仕事の
やりがいが聞けます。様々な機関
の話を聞いて視野を広げましょう。
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人事院沖縄事務所
那覇市樋川１－１５－１５

ＴＥＬ ０９８－８３４－８４００
ＨＰ httpｓ://www.jinji.go.jp/okinawa/

編集：調査課（任用・試験担当）


