求む。
沖縄を
伸ばす人。

沖縄県
職員
採用案内

『沖縄 21 世紀ビジョン』に掲げられた沖縄の将来像を実現するため、

求められる 「的確に課題を把握し、課題解決のための施策を形成し、
沖縄県職員像 実施することができる職員」
を求めています。

沖縄の将来像
～沖縄 21 世紀ビジョン～

沖縄 21 世紀ビジョンは、県民の参画と協働のもとに、将来（概ね 2030 年）

のあるべき沖縄の姿を描き、その実現に向けた取組の方向性と、県民や行
政の役割などを明らかにする基本構想です。沖縄県として初めて策定した

長期構想で、沖縄の将来像の実現を図る県民一体となった取組や、これか
らの県政運営の基本的な指針となるものです。

1

将来像

沖縄らしい自然と歴史、
伝統、文化を
大切にする島

将来像

2

心豊かで、
安全・安心に
暮らせる島

沖縄21世紀ビジョン
将来像

3 希望と活力にあふれる
豊かな島

県民が望む「目指すべき姿」

将来像

将来像

4 世界に開かれた交流と
共生の島

5 多様な能力を発揮し、
未来を拓く島

沖縄 21 世紀ビジョン基本計画
将来像実現に向けた「基本方向」や「基本施策」

沖縄 21 世紀ビジョン実施計画

基本計画に掲げた施策ごとの「具体的な取組や成果指標」

沖縄県の概要
沖縄県は、東西約 1,000 ㎞、南北約 400 ㎞の広大な海域に、
大小 160 の島々（うち有人島 47）からなり、那覇市をはじめ
41 の市町村があります。
本県は、温暖な亜熱帯・海洋性気候の下、サンゴ礁の発達した
海と豊かな森が広がり、イリオモテヤマネコやノグチゲラ等貴重
な野生動植物が生息・生育するなど、自然環境に恵まれています。
本県の人口は、令和 3 年 2 月 1 日現在で約 146 万人となっ
ており、平成 27 年国勢調査人口から約 3 万人増加しています。
平成 22 年から平成 27 年までの人口増加率は、全国で最も高く
（2.9％）なっています。
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沖縄県職員採用案内

令和3 年４月現在の組織図です。組織図の詳細版（各部等に設置される課や出先機関の

名称等が記載されたもの）
については、各任命権者のホームページに掲載されている

組織図

副

知

知
事

事

会計管理者

組織図等を、
業務内容の詳細等については各課等のホームページ等をご覧ください。

知事公室

(１)
(２)

広報及び基地渉外に関すること
危機管理及び消防防災に関すること

総務部

(１)
(２)
(３)
(４)

職員の人事及び福利厚生に関すること
議会及び県の行政一般に関すること
県の予算、税その他の財務に関すること
学事、条例の立案その他他部等の主管に
属しない事項に関すること

企画部

(１)
(２)
(３)
(４)

県政の総合的企画及び調整に関すること
総合開発及び地域振興に関すること
市町村その他公共団体の行政一般に関すること
選挙、統計及び交通運輸に関すること

環境部

(１)
(２)

環境の保全に関すること
緑化の推進に関すること

子ども
生活福祉部

(１)
(２)
(３)

社会福祉及び社会保障に関すること
県民生活及び交通安全に関すること
平和及び男女共同参画に関すること

保健医療部

(１)
(２)
(３)
(４)

地域医療に関すること
保健衛生に関すること
国民健康保険に関すること
医務及び薬務に関すること

農林水産部

(１)
(２)
(３)
(４)
(５)

農業、林業及び水産業に関すること
農地関係の調整に関すること
土地改良に関すること
農林土木に関すること
漁港に関すること

商工労働部

(１)
(２)

商業、貿易及び鉱工業に関すること
労働に関すること

文化観光
スポーツ部

(１)
(２)
(３)
(４)

文化に関すること
観光に関すること
スポーツに関すること
国内外の交流に関すること

土木建築部

(１)
(２)
(３)
(４)

道路、河川及び砂防に関すること
都市計画に関すること
住宅及び建築に関すること
港湾、空港その他土木に関すること

出納事務局

県公金の出納及び決算、支出負担行為の確認、
支出命令の審査、会計指導、物品の調達・県有
共用車両の運営及び管理に関すること

※このほか、知事部局には県税事務所等 68 の出先機関があります。

公営企業
管理者

企業局

水道用水供給事業及び工業用水道事業の経営、
施設の新設・改良・修繕、その他管理・運営に
関すること

※このほか、浄水管理事務所、水質管理事務所等の出先機関があります。

病院事業
管理者

病院事業局

救急医療、高度・特殊医療、離島・へき地医療等
を提供する県立病院の管理・運営に関すること

教育委員会
教育庁
教育行政の総合的企画・調整、
学校施設の整備、学校職員の
人事、学校教育の助言・指導、
生涯学習の振興、文化財保護
などに関すること
※このほか、県立学校等があります。

公安委員会
警察本部
個人の生命・身体・財産の保護、
犯 罪 の 予 防・鎮 圧・捜 査、被
疑 者 の 逮 捕、交 通 の 取 締、そ
の他公共の安全と秩序の維持
に関すること
※このほか、警察署、警察学校等があります。

県議会
議会事務局
県議会の本会議や委員会の運
営、請 願・陳 情 の 処 理、そ の
他議会活動に必要な調査や資
料収集に関すること

人事委員会
事務局
監査委員
事務局
労働委員会
事務局
収用委員会
選挙管理委員会
内水面漁場管理委員
海区漁業調整委員会

※このほか、県立病院、診療所等の出先機関があります。
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職種紹介
行政Ⅰ・一般事務
防災、基地渉外、県政の総合企画、文化振興、環境保全、福祉・
医療、農林水産業振興、観光・商工業振興、雇用対策、社会
基盤整備、教育、水道等の幅広い分野に関する各種施策の企
画立案を始め、県税の賦課徴収、市町村支援、許認可、企業
誘致、用地取得、庶務・経理等の様々な業務に従事します。
配属先
本庁各部、出先機関（県税事務所、福祉事務所、
保健所、土木事務所等）、教育庁、企業局、病
院事業局、県議会事務局、各種行政委員会等

電気
上下水道電気設備の維持管理、施設建設にあたっ
ての電気設備の設計、施工監理、県庁舎等の県有
施設における維持管理等の業務に従事します。
配属先
本庁土木建築部、下水道事務所、浄化センター、
企業局等

建築
建築物の確認・許可、県営住宅の計画・建設・管理、
住宅行政に関する企画立案、県有建築物の企画・設計、
工事監理、維持管理、建築指導等の業務に従事します。
配属先
本庁土木建築部、土木事務所、教育庁等

農業土木
ほ場やかんがい施設、農業道路整備に関する企
画・設計・施工監理等、主に農業に関するイン
フラ整備に携わります。
配属先
本庁農林水産部、農林水産振興センター、農林
土木事務所等

林業
森林の整備、林業の経営指導、森林に関する研
究、緑化の企画等の業務に従事します。
配属先
本庁農林水産部、農林水産振興センター、林業
事務所、森林資源研究センター等

警察事務・警察建築
（警察事務）
福利厚生、予算編成・執行、給与事務等のほか、
指紋等を鑑定する業務、犯罪や事故の統計分析、
交通規制、コンピュータシステムの開発等多岐
にわたる業務に従事します。
（警察建築）

警察本部、警察署等における警察施設の設計、
施工監理、保守管理等の業務に従事します。

配属先
警察本部、警察署等
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心理
児童相談所等において、診断面接、心理検査、
観察等によって心理診断、心理治療、カウンセ
リング、助言指導等の業務に従事します。

配属先
児童相談所、身体障害者更生相談所、総合精神
保健福祉センター、本庁子ども生活福祉部等

機械
上下水道機械設備の維持管理、施設建設にあたっ
ての機械設備の設計・施工監理、県庁舎等の県有
施設における維持管理等の業務に従事します。
配属先
本庁土木建築部、下水道事務所、浄化センター、
工業技術センター、企業局等

化学
環境施策に関する企画立案、環境調査、水質管
理、企業への技術支援等の業務に従事します。
配属先
本庁環境部、衛生環境研究所、保健所、下水道
事務所、工業技術センター、企業局等

農芸化学
環境施策に関する企画立案、環境調査、食品衛
生に関する指導監督、農芸化学に関する研究等
の業務に従事します。
配属先
本庁環境部、保健所、本庁農林水産部、農業研
究センター等

水産
水産業の振興、漁業に関する研究、水産種苗の
量産、栽培技術開発等の業務に従事します。
配属先
本庁農林水産部、水産海洋技術センター、栽培
漁業センター等

県立学校事務Ⅰ・Ⅱ
（県立学校事務Ⅰ）
県立高校又は特別支援学校等において、管理運営に
係る予算経理、会計事務、庶務、授業料等の歳入事務、
奨学奨励費給付事務、調査統計、施設維持管理、公
有財産管理、学校安全管理、教職員の給与・旅費・
福利厚生等学校運営全般にわたる事務に従事します。
（県立学校事務Ⅱ）

県立学校において、図書館事務（図書資料の収集・
整理・保管・貸し出し、図書案内、相談等の業務）
及び学校事務（県立学校事務Ⅰに同じ）に従事します。
配属先
県立学校等（高等学校・特別支援学校）

社会福祉
児童に関する相談・指導、児童施設での生活指
導（交替制勤務）、障害者や高齢者等に関する
相談や自立支援、生活困窮者に関する支援、福
祉施策に関する業務に従事します。
配属先
児童相談所、若夏学院、福祉事務所、本庁子ど
も生活福祉部等

土木
道路、河川、港湾、海岸、空港、上下水道等の様々
な社会基盤整備に関する企画・設計・施工監理
等の業務に従事します。
配属先
本庁土木建築部、土木事務所、企業局等

農業
農業施策に関する企画立案、農業経営の支援、
生産技術の普及指導、育種や栽培技術の開発等
の業務に従事します。
配属先
本庁農林水産部、農林水産振興センター、農業
改良普及センター、農業研究センター等

畜産
畜産業の経営指導、家畜の改良・増殖、飼料の
研究開発、畜産に関する環境保全等の業務に従
事します。
配属先
本庁農林水産部、家畜保健衛生所、畜産研究セ
ンター等

病院事務
県立病院に係る経営分析・企画、予算編成、会計、庶務、
医療費等の請求事務、施設維持管理、職員の給与・旅費・
福利厚生等、病院経営全般にわたる事務に従事します。
配属先
県立病院、病院事業局等

市町村立学校事務
市町村立小学校及び中学校において、庶務関係
では文書管理、各種証明書発行等、財務関係で
は施設管理、備品関係等、学籍関係では教科書
事務、就学援助事務等、その他教職員の給与、
福利厚生等学校運営全般に関わる業務に従事し
ます。

配属先
市町村立小学校・中学校等（当区分で採用され
た場合は、沖縄県教育委員会が任命権を持つ市
町村職員となります。市町村間の異動はありま
すが、県職員としての人事交流は原則としてあ
りません。
）

沖縄県職員採用案内

先輩職員からのメッセージ
掲載職員の試験区分及び現在の所属部署等は令和 3 年 2 月末現在のものです。異動経歴は在籍時の組織名で掲載しています。

行政Ⅰ
子ども生活福祉部
子育て支援課

渡名喜

暖

平成 23 年～ 農政経済課
平成 27 年～ 八重山土木事務所
平成 30 年～ 現所属
■ある１日のスケジュール

AM
PM

08：15
08：30
09：00
11：00
12：00
13：00
14：00
15：00
17：30

登庁
メールチェック、スケジュール確認
班会議
委託業者との打ち合わせ
昼休み
事務費等の支払業務
市町村、保育所等からの問合せ対応
説明会資料作成
退庁

●現在どんな仕事をしていますか。

保育士等に対する研修実施、研修業務の委託発注、予算管理等を担当しています。私自身は保育士等の資格を

有していないため、市町村立の保育所や幼稚園で現場経験のある市町村職員と一緒に、保育士等に必要な研修を
企画・運営したり、民間の業者や保育関係団体等に委託して実施しています。

●沖縄県職員を志望した理由を教えてください。

元々、大学の専攻とは直接関係の無い文化・芸術や産業振興などに興味があり、業界を絞り込むことに苦労し

ていました。県の業務は幅広い分野に携われる仕事であると知り、また、採用後に人事異動や研修制度を通し
て、様々な可能性を自分で選択することができると考え、志望しました。

●入庁後、特にやりがいを感じた業務や印象に残っていること、沖縄県の魅力などを教えてくだ
さい。
特に印象に残っているのは、新採用の時に沖縄振興特別推進交付金を活用し、新たに農業を始めたい人を支援

するための新規事業の組み立てや予算要求を任されたことです。先輩職員に手助けしてもらいながら、予算を確
保し、何度も市町村や関係各所に説明を行い、何とか実施体制を整えることができました。その時の経験から、
その後の県職員としてのキャリアを意識するきっかけにもなりました。沖縄県の魅力は、若いうちから主体的に
新たな取り組みに挑戦できることであると感じています。

●沖縄県職員を目指している方へメッセージをお願いします。

沖縄県の業務はとても幅が広く、行政職はその全ての分野に関わることができる仕事です。また、県には様々

な専門性を持った職種があり、一緒に仕事をする機会も多いため、自分とは違った視点で沖縄県の魅力や課題を
捉えることができます。あなた自身もまだ知らない分野で、沖縄県の発展のために一緒に働いてみませんか。

●現在どんな仕事をしていますか。

行政Ⅰ

八重山土木事務所では、建設工事や工事に関する調査業務の実施、用地取得、道路等の占用許可、建築確認な

ど公共事業に関する幅広い業務を行っています。その中で私は、工事などの入札や契約、建設業や県営住宅に関
する各種申請の審査業務を担当しています。

●沖縄県職員を志望した理由を教えてください。

私は県外の大学に進学しましたが、沖縄には帰りたいけど仕事がないから帰れない、と県外にそのまま就職し

た同郷の友人達の声を聞き、産業振興によって皆が帰ってこれる環境を作りたい、という思いで沖縄での就職を
決めました。その中でも、離島を含み県全体として、様々な切り口から産業振興策に携わることができる県庁で
の業務を魅力に感じ、志望しました。

●入庁後、特にやりがいを感じた業務や印象に残っていること、沖縄県の魅力などを
教えてください。

土木建築部
八重山土木事務所

山城

麻里奈

平成 28 年～ 観光振興課
平成 31 年～ 現所属

入庁して最初の配属だった観光振興課で担当した観光バリアフリーの事業がとても印象的です。沖縄県では、

全国に先駆けて、誰もが楽しめるやさしい観光地の形成に取り組んでいますが、どうすれば観光事業者にその重
と、業務を通じて、気が付かなかったバリアの存在を知ったり、多様性の理解を深めたりと、今後の県庁生活を

■ある１日のスケジュール

AM

要性が伝わり、取組の認知度を上げられるのか、日々自分なりに必死に考えていました。振り返ってみてみる
送る上でも大切な視点を養うことができ、とても貴重な経験をすることが出来ました。

沖縄県の業務は多岐にわたりますが、特に行政職は３年毎に仕事の内容がガラッと変わるので、常に新しい業

務について学び、課題を把握し、解決策を打ち出していく適応力が求められると思います。良くも悪くも３年、
また毎年人事異動があり、組織も大きいので多くの先輩方と一緒に働くことができます。是非、沖縄県の発展の
ために、皆さんと一緒に働ける日を楽しみにしております！ちばりよー！

心理
こども生活福祉部
コザ児童相談所

仲本

さくら

令和元年～ 現所属

PM

●沖縄県職員を目指している方へメッセージをお願いします。

7：30 登庁、メールチェック
8：00 本庁からの照会等への対応
10：00 入札執行、落札業者への連絡など
11：00 契約書作成
12：00 昼食、休憩
13：00 県営住宅の入居申し込み書類等の確認
14：00 旅費の支出事務・照会の回答取りまとめ
15：00 新規発注業務の起案など
16：15 退庁
※時差通勤制度を利用（7:30 ～ 16:15)

●現在どんな仕事をしていますか。

主に療育手帳の判定、一時保護児童の心理アセスメントを行っています。療育手帳判定では、心理検査を実施

して知的障害の程度を判定します。一時保護児童に対しては、心理検査、行動観察や面接を行い、見立てや支援
を考えます。そして児童、保護者へフィードバックをしたり、必要に応じて継続的な支援を行います。

●沖縄県職員を志望した理由を教えてください。

大学時代に心理学を専攻しており、将来は県内で心理の知識を活かせる職場で働きたいと思っていました。沖

縄県では子どもの貧困や非行の低年齢化が大きな問題となっていることを知り、貧困、虐待、非行等で困ってい
る子ども達に直接関わり、支援できることに魅力を感じ、県職員を志望しました。

●入庁後、特にやりがいを感じた業務や印象に残っていること、沖縄県の魅力などを
教えてください。
■ある１日のスケジュール

AM

8：30
9：00

PM

11：00
12：00
13：00
15：00
16：00
17：15

登庁

療育手帳判定

虐待、非行、発達など色々な問題を抱えた子ども達に対して面接や心理検査を実施するため、臨機応変な対応

や幅広い専門的知識が必要だと思いました。面接を重ねる中で信頼関係を築いて児童が本音を話してくれた時
や、他職種の方々と連携してよりよい支援ができた時に嬉しく思いました。

判定書作成

●沖縄県職員を目指している方へメッセージをお願いします。

心理司会議

の職員同士で相談・協力しあえるので、安心して業務に取り組めます。また、様々な経験をして日々成長でき、

昼食・休憩
児童面接

記録・判定書作成

難しい業務も多く壁にぶつかることもありますが、経験豊富な上司や先輩方からサポートして頂いたり、周囲

やりがいのある職場です。今後、皆さんと一緒に働ける日を楽しみにしています！

退庁

4

先輩職員からのメッセージ
掲載職員の試験区分及び現在の所属部署等は令和 3 年 2 月末現在のものです。異動経歴は在籍時の組織名で掲載しています。

社会福祉
子ども生活福祉部
若夏学院

屋嘉

翔伍

平成 27 年～ コザ児童相談所
平成 30 年～ 現所属

■ある１日のスケジュール

AM
PM

9：00 登庁
10：00 事務処理、学習支援等
11：00 ケースカンファレンス
12：00 休憩
13：00 昼食（入所児童と一緒に）
14：30 午後日課（スポーツや作業）
17：45 夕食（入所児童と一緒に）
19：00 学習支援
21：00 反省会
21：30 児童就寝
22：00 退庁

●現在どんな仕事をしていますか。

児童自立支援施設に入所している児童と寝食を共にし、基本的な生活の支援をしながら、それぞれの児童が抱え
ている課題に職員も一緒になって向き合い自立支援目標の達成を目指しています。また、児童が退所後安心して
生活が出来るよう地域や関係機関とも連携し、家庭環境の調整なども行っていきます。

●沖縄県職員を志望した理由を教えてください。

高校生の頃に「福祉の分野で働いてみたい」と思うようになり、大学では精神保健福祉分野を専攻しました。

精神保健福祉士の国家資格を取得し、卒業後は精神科病院で６年間勤務しました。精神科での勤務にもやりがい
を感じていましたが、児童福祉や高齢者福祉にも興味を抱くようになり「色々な福祉分野に関わりたい」という
思いで沖縄県職員採用試験を受けることにしました。

●入庁後、特にやりがいを感じた業務や印象に残っていること、沖縄県の魅力などを教えてくだ
さい。
若夏学院は、大人に対しての不満、不信感を抱えた児童と関わることが多い職場です。入所してすぐの児童に

は無視をされたり、暴言を吐かれたりすることもありますが、寝食をともにし、児童と一緒に行うスポーツや作
業、行事参加などを通して少しずつ信頼関係を築いていきます。児童が心を開いて話をしてくれたり、満面の笑
みを見せてくれたりした時には、とてもやりがいを感じます。

●沖縄県職員を目指している方へメッセージをお願いします。

上司や同僚には優しい雰囲気の方が多く、そのおかげで沖縄らしく温かい雰囲気の部署が多い気がします。そ

んな職場で、私は楽しく仕事が出来ています。あなたも一緒に沖縄県職員とし働き、大好きな沖縄をもっと盛り
上げていきましょう。

●現在どんな仕事をしていますか。

電気

施設建築課では、県の行政施設の新築や改修工事に伴う設計・工事発注・工事監督を行っています。県の行政

施設には文化施設や福祉施設、産業・研究施設、県営住宅、学校・教育施設などがあります。私は主に県営住宅
の電気工事を担当しています。

土木建築部
施設建築課

●沖縄県職員を志望した理由を教えてください。

県外の大学に進学し、情報工学を専攻していました。県外に出て客観的に沖縄をみることで、生まれ育った沖

縄のために働きたいと考えるようになりました。大学３年生の時に県庁のインターンシップに参加し、様々な業
務や政策があることを知りました。この経験から県の仕事に興味を持ち、志望しました。

林

鈴奈

平成 30 年～ 現所属

●入庁後、特にやりがいを感じた業務や印象に残っていること、沖縄県の魅力などを
教えてください。

担当した工事の完成時が印象に残っています。普段はあまり県民との関わりがないですが、何も無かった場所

できます。

■ある１日のスケジュール

AM

に10階建ての県営住宅が建ち、人が住んでいるところを見ると、自分の仕事がどのように役立っているのか実感

08：00 登庁
08：30 メールチェック、書類チェック
10：30 設計会議

せませんが、まわりの職員がサポートしてくれるので心配ありません。また、福利厚生も充実していますので、

12：00 昼休憩

県職員の業務は多岐にわたり、勤務地も北部から離島まで様々です。専門的な業務については日々勉強がかか

仕事もプライベートも両立して楽しめると思います。是非一緒に沖縄のために働きましょう。

PM

●沖縄県職員を目指している方へメッセージをお願いします。

14：00 現場確認、工程会議
18：00 退庁

機械
土木建築部
下水道事務所

佐久本

下水道事務所は、流域下水道施設の維持管理を行っています。私が所属する施設班では、主に事務所の所管す

る処理場やポンプ場に設置されている機器の修繕や定期点検業務の発注などを担当し、発注後は進捗管理や施工
状況の確認などの現場管理を行います。

興太

平成 28 年～ 施設建築課
平成 31 年～ 現所属

■ある１日のスケジュール

AM
PM

5

●現在どんな仕事をしていますか。

7:50 登庁
8:00 業務開始
9:00 修繕中の現場へ出発
10:00 現場立会
12:00 帰所・昼食
13:00 書類作成
15:00 班会議
16:45 退所
※時差通勤制度を利用（8:00 ～ 16:45)

●沖縄県職員を志望した理由を教えてください。

小さい頃から車や飛行機などの機械が好きで、大学でも機械を専攻し県内の企業に就職しました。しかし、沖

縄県が機械職を募集している事を知り、これまで得た知識をもっと地元のために生かせるのではと考え志望しま
した。

●入庁後、特にやりがいを感じた業務や印象に残っていること、沖縄県の魅力などを
教えてください。

以前勤務していた施設建築課で、建物の設計から竣工まで携われた事が印象に残っています。機械職としては

空調・給排水などの設備を担当しますが、建物が立ってもそれらの設備が無ければ施設として機能しません。所
管する部局や施設利用者の要望を聞き、限られた予算内で工事を進めるのは苦労しましたが、とてもやりがいが
ありました。

●沖縄県職員を目指している方へメッセージをお願いします。

沖縄県職員と聞くと事務作業ばかりをしているイメージが強いと思いますが、配属される職場によっては現場

に出たり研究したりと、幅広い業務に携わる事が出来ます。また、福利厚生も充実しており、私自身も育児休業
を取得して子供の成長を身近に感じる事が出来ました。家庭・仕事・趣味の充実を図りながら一緒に働きません
か。

沖縄県職員採用案内

土木

沖縄県南部地域における道路新設、橋梁新設、植栽等の調査設計および整備工事を行っており、道路災害が発

生した際には災害復旧工事も行います。その中で私は、道路新設に関する調査・設計や工事の設計・発注・監督
の業務を担当しています。

土木建築部
南部土木事務所

村田

●現在どんな仕事をしていますか。

央夢

平成 28 年～八重山土木事務所
令和元年～ 現所属

●沖縄県職員を志望した理由を教えてください。

大学で社会基盤整備について学ぶ機会があり、まちづくりに興味をもちました。県職員は、県民生活を直接支

えることができると共に、幅広い分野を経験できることに魅力を感じたため志望しました。

●入庁後、特にやりがいを感じた業務や印象に残っていること、沖縄県の魅力などを教えてくだ
さい。
普段生活するのに欠かせない道路整備に携わり、関係機関と連携を取りながら道路をつくりあげ、県民の方か

■ある１日のスケジュール

AM

8：30
9：00

PM

10：00
12：00
13：00
14：00
16：00
17：30

登庁

ら道路が広がり使いやすくなったと声をかけられた時など、県民の方々の生活を支えている実感ができることに
やりがいを感じます。

ﾒｰﾙﾁｪｯｸ

業務打合せ
お昼休み
資料準備
現場確認
資料作成

●沖縄県職員を目指している方へメッセージをお願いします。

土木職は、県民の方の安全で便利な生活の基盤を担っている仕事です。インフラ整備計画・施工・その後の維

持管理等幅広い知識を求められる職種で大変な一面もありますが、やりがいのある仕事です。また、福利厚生も
充実しており、明るく働きやすい職場だと思います。皆さんと一緒に働けることを心待ちにしています。

退庁

●現在どんな仕事をしていますか。

建築

私が現在所属する住宅課企画班では、民間住宅を含めた住宅施策の企画および運用、また施策に関する計画の

策定等を行っています。その中で私は、住宅セーフティネット制度関係や沖縄県居住支援協議会としての活動及
び支援、また高齢者向け優良賃貸住宅への家賃補助業務を担当しています。

●沖縄県職員を志望した理由を教えてください。

沖縄県は建築の面においても独特の文化を有しており、県職員という立場からその文化の保全や発展に寄与し

たい、またその方法を模索したい思いがあり、県職員を志望しました。

●入庁後、特にやりがいを感じた業務や印象に残っていること、沖縄県の魅力などを
教えてください。

土木建築部
住宅課

佐和田

浩希

平成 29 年～ 八重山土木事務所
令和２年～ 現所属

建築職という専門職ではありますが、営繕業務以外にも様々な分野の業務を担うことがあり、幅の広い知識を

得ることのできる機会が多くあります。また、異動によって馴染みのない地区へ行くこともありますが、そこで

●沖縄県職員を目指している方へメッセージをお願いします。

分だからこそ誇らしい仕事だと思います。多岐に渡る業務の中で専門的な見識を深めつつ、沖縄県をより良い地
域にしたいと志す皆さま、ぜひ県職員として一緒に働けることを楽しみにしています。

PM

私たちが生活する中で当たり前に過ごすことができるのは、目に見えない部分で頑張っている人々のおかげだ

と、入庁して気づくことのできる機会が多くありました。県職員はいわゆる縁の下の力持ちですが、見えない部

■ある１日のスケジュール

AM

しか知ることのできない魅力を実感できることは、県職員の一番の強みであると思います。

7：45

8：00

登庁・スケジュール確認

メールチェック等

10：00

打合せ

13：00

次年度事業に関する要望・調整

12：00
15：00
17：00

お昼休み

補助金に関する事務処理
退庁

※時差通勤制度を利用（8：00

化学
環境部
環境政策課

與那原

～

16：45）

●現在どんな仕事をしていますか。

現在所属している環境政策課の環境影響評価班では、環境影響評価（環境アセスメント）制度に関する業務を

行っています。具体的には、事業の実施前に、事業者自らが実施した環境影響評価（その事業が環境にどのよう
な影響を及ぼすのか、調査・予測・評価等を行うこと）の内容を審査し、環境の保全の観点からよりよい事業計
画になるよう、事業者に対する知事意見の形成等を行っています。

良徳

平成 28 年～ 南部保健所
平成 31 年～ 現所属

■ある１日のスケジュール

AM
PM

9：00 登庁（時差通勤）
9：00 新聞・メールチェック等
9：30 事業者との調整
10：00 事務処理
12：00 お昼休み
13：00 専門家への聞き取り
16：00 事業者との調整
17：45 退庁
※時差通勤制度を利用（9：00 ～ 17：45）

●沖縄県職員を志望した理由を教えてください。

大学時代を県外で過ごし、それまで当たり前だと思っていた沖縄県の豊かな自然環境を再認識しました。そし

て、この豊かな自然環境を県外にも発信していきたい、これからも豊かな自然環境として残していきたいと思
い、県職員を志望しました。

●入庁後、特にやりがいを感じた業務や印象に残っていること、沖縄県の魅力などを
教えてください。

最初に配属された南部保健所では、廃棄物や自動車リサイクルに関して、基準を超過した事業者への対応など

を行っていました。離島に廃自動車が大量に積まれているとの連絡を受けた際には、離島に何度も出張し、事業
者に助言等を行い、最終的に改善されたときには、とてもやりがいを感じました。

●沖縄県職員を目指している方へメッセージをお願いします。

化学職採用の職員は、環境関連の業務をすることが多い印象です。業務の内容は、配属先によって様々です

が、業務を行いながら、これらの知識を身につけ成長することができます。新たな配属先では、分からないこと
も多々ありますが、先輩方や仲間達がサポートしてくれます。一緒に働くことがあれば、その時はよろしくお願
いします。

6

先輩職員からのメッセージ
掲載職員の試験区分及び現在の所属部署等は令和 3 年 2 月末現在のものです。異動経歴は在籍時の組織名で掲載しています。

農業
農林水産部
流通・加工推進課

森田

浩介

平成 25 年～ 南部農業改良普及
センター
平成 27 年～ 北部農業改良普及課
伊平屋村駐在
平成 30 年～ 現所属
■ある１日のスケジュール

●現在どんな仕事をしていますか。

流通・加工推進課では県産農林水産物の流通、卸売市場、食品表示、国内外における販売促進、地産地消の推

進、六次産業の推進等に関する業務を行っております。私は主に国内における販売促進、プロモーション、高付
加価値化に向けた業務を担当しております。生産者、出荷団体、市場・流通関係者等、様々な方々と関わるやり
がいのある仕事です。

●沖縄県職員を志望した理由を教えてください。

大学（農学部）を卒業後、食品製造関連の民間企業に就職しました。そこでは食品開発や品質管理等の業務に

従事し、様々な経験をさせていただきました。充実した社会人生活を過ごしておりましたが、食の根幹を支える
農業の振興に幅広く従事したいという思いが強くなり、県職員への転職を決心しました。

●入庁後、特にやりがいを感じた業務や印象に残っていること、沖縄県の魅力などを教えてくだ
さい。
採用されてから３年目から３年間、農業改良普及員として伊平屋村に赴任しました。農業改良普及員の離島駐

AM

8：15

登庁

PM

在職員は１人で赴任するため、最初は戸惑うことが多かったですが、島の方々にも助けられ業務を遂行すること

12：00

9：00

業務調整（委託事業・補助事業等）

●沖縄県職員を目指している方へメッセージをお願いします。

関連機関・出荷団体との会議

経験することができると思います。私の担当事業では生産者や出荷団体の担当者と一緒に、首都圏で販促活動を

8：30

13：00
15：00
18：00

メール確認・日程調整
昼食

次年度予算編成に関する事務
退庁

ができました。島嶼県である本県の抱える様々な課題についても考えさせられる貴重な経験となりました。

農業職は本庁以外に試験研究機関や普及機関、中央卸売市場、農業大学校等、様々な職場があり幅広い業務を

行うこともあります。やりがいのある仕事が沢山あると思いますので、是非一緒に働きましょう。

●現在どんな仕事をしていますか。

農業土木

現所属の村づくり計画課では、私が担当している農地の区画整理やスプリンクラーの設置など農業農村整備に

かかる公共事業の企画、計画の策定のほか、農漁業体験を楽しみながら地域の人々との交流を図るグリーンツー
リズムの推進などを行っております。

農林水産部
村づくり計画課

●沖縄県職員を志望した理由を教えてください。

大学で農業土木を専攻しており、講義を通して農業農村整備に魅力を感じ、そこに携わる職業に就きたいと思

い志望しました。また、先輩職員には同じ学科の卒業生も多く、在学中からよくお仕事の話を聞かせていただい
たことも志望した要因の１つになりました。

●入庁後、特にやりがいを感じた業務や印象に残っていること、沖縄県の魅力などを
教えてください。

前職場の宮古農林水産振興センター在籍中に、伊良部島では初となるスプリンクラー整備事業の事業計画を担

の方々にご協力をいただき、事業化という一つの目標に向かって連携しながら業務を遂行できたことに、沖縄県

■ある１日のスケジュール

職員として働くことのやりがいを感じました。

沖縄県職員は上級職だけでも毎年100人以上の方が採用されており、同年代の職員も非常に多いです。先輩職

員の方々ももちろん優しい方ばかりですが、仕事で困った時などに気軽に相談ができる同年代の職員が多いこと
は、大規模な組織である県職員ならではだと思います。

県職員を目指されている同年代の皆さん方とともに働ける日が来ることを心待ちにしております。

農芸化学
環境部
環境保全課

呉屋

拓実

■ある１日のスケジュール

AM
PM

8：50

登庁

9：30

外勤（試料採取）

12：00
13：00
15：00
17：45

メール、スケジュール等の確認
昼食

登庁
メール・業務確認
班会議
事務処理など
関係機関との調整資料作成・確認
昼食
関係機関との業務調整
調整議事録作成
翌日の業務内容確認
退庁

●現在どんな仕事をしていますか。

環境保全課では、安全で快適に生活できる環境を確保するために、大気環境、水環境、赤土対策に関する規制

及び指導等を行っています。その中で私は、土壌汚染対策に関する業務や環境中のダイオキシン類を調査する業

●沖縄県職員を志望した理由を教えてください。

大学では遺伝子工学を専攻しており、学んだ知識を活かすことの出来る仕事に就きたいと考えました。イン

ターンシップで沖縄県農業研究センターにお世話になった際、県職員の先輩方が専門性を活かし働いている姿

や、職場の雰囲気がよかった事から沖縄県職員を志望しました。実際に入庁後も、職場は違いますが良い雰囲気
で仕事が出来ています。

●入庁後、特にやりがいを感じた業務や印象に残っていること、沖縄県の魅力などを
教えてください。

保健所では食品衛生監視員として食品衛生に関わる業務を担当していました。食品衛生月間として手を介して

の食中毒を防ぐことを啓発するために保育園で手洗い教室を実施したことが印象に残っています。園児や先生の
手洗いに対する意識の変化が見え、正しい手洗い方法をマスター出来たと手紙をもらった時にはやりがいを感じ
ました。

事業者との打ち合わせ

●沖縄県職員を目指している方へメッセージをお願いします。

退庁

もあり大変ですが、同じ職種の上司や先輩方も多く、相談できる環境が整っていることも魅力です。勉強するこ

事務処理等

※時差通勤制度を利用。（勤務時間 9：00 ～ 17：45）
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８：20
８：30
９：00
９：30
10：30
12：00
13：00
15：30
17：00
17：30

務などを担当しています。

平成 29 年～ 北部保健所
令和２年～ 現所属

9：00

PM

●沖縄県職員を目指している方へメッセージをお願いします。

寿志

平成 29 年～ 宮古農林水産振興
センター
農林水産整備課
令和２年～ 現所属
AM

当したことです。私自身初めての県営事業の計画だったのですが、地元だけでなく、国や業者など関係機関全て

有馬

農芸化学職は、環境、食品・生活衛生、農業と幅広い分野で活躍できる職種です。中には規制・指導する業務

とも多いですが、自分自身の成長とやりがいを感じる職場で、一緒に働いてみませんか。

沖縄県職員採用案内

畜産
農林水産部
畜産課

工藤

令和元年～

●現在どんな仕事をしていますか。

畜産職は、肉用牛、乳用牛、豚、山羊、鶏、ミツバチの生産振興をサポートする幅広い業務を行っています。

その中で私は、酪農振興業務および畜産農家さんの作業に欠かせない機械導入事業の担当をしております。

●沖縄県職員を志望した理由を教えてください。

俊

現所属

大学時代に畜産を専攻していたことから、専門知識を活かせる仕事に就きたいと考えました。就職活動の中

で、民間企業をはじめ国家公務員など進路に悩んでいましたが、畜産業に幅広く携わりたいと思い、地元である
沖縄県を志望しました。

●入庁後、特にやりがいを感じた業務や印象に残っていること、沖縄県の魅力などを教えてくだ
さい。
新卒で畜産課に配属された年に豚熱の発生がありました。大変なことばかりでしたが、一つひとつの問題を解

■ある１日のスケジュール

AM

8：15
8：30

PM

9：00

登庁

メール・スケジュール確認
会議資料作成等

12：00

昼食

14：00

会議

13：00
15：30
17：15

関係機関調整

決するため部局を越えて多くの方々と対応にあたったことが強く印象に残っています。このような不測の事態に
職員が一丸となって取り組めるところも魅力の一つだと思います。

●沖縄県職員を目指している方へメッセージをお願いします。

畜産職は本庁をはじめ、家畜保健衛生所、畜産研究センター、家畜改良センター、農業改良普及センターなど

の出先機関で働く機会があり、様々な方向から畜産業に関わることが出来る魅力的のある仕事です。
福利厚生や手当も充実しているので、仕事とプライベートの両立にも取り組みやすいと思います。
活気溢れる職場で一緒に働けることを楽しみにしています！！

会議書類整理
退庁

●現在どんな仕事をしていますか。

林業

私が所属する森林管理課では、県内における森林の整備・保全と森林資源の利活用等に関する業務を行ってい

ます。その中で私は、沖縄県の森林関連施策の方向性や、地域的な特性に応じた森林整備・保全の目標を定める
「地域森林計画」の策定を担当しています。

農林水産部
森林管理課

●沖縄県職員を志望した理由を教えてください。

大学時代は森林環境科学を専攻しており、卒業後は学んだことを活かせる仕事がしたいという思いがありま

した。また、生まれ育った沖縄に貢献したいという思いも強く、様々な方向から沖縄の森林に携わることができ
る沖縄県の林業職に魅力を感じ、この職業を志望しました。

椛澤

文

令和元年～ 現所属

●入庁後、特にやりがいを感じた業務や印象に残っていること、沖縄県の魅力などを
教えてください。

現在担当している地域森林計画は、沖縄県の森林・林業の方向性の基幹となる計画です。この計画の策定の

はありますが、２年間かけて地域森林計画を無事に策定できたことはとても印象深いです。

林業職には、県庁での林業施策に関わる業務や、現場での普及・指導、工事、森林資源研究センターでの研究

職など、様々な仕事があります。県庁の中でも人数は少ないですが、その分、上司・先輩も優しく、働きやすい
環境だと思います。ぜひ一緒に働きましょう。

水産
農林水産部
水産海洋技術センター

大嶺

理紗子

平成 30 年～ 現所属

PM

●沖縄県職員を目指している方へメッセージをお願いします。

■ある１日のスケジュール

AM

ためには各地で現地調査を行い、沖縄の森林の現況を把握する必要があります。調査箇所も多く、大変な作業で

8：20

登庁

9：00

現地調査

8：30
12：00
15：00
16：00
17：15

メールチェック・日程確認
昼食

帰庁、資料作成
事務処理
退庁

●現在どんな仕事をしていますか。

私が所属する水産海洋技術センターでは、海洋環境の特性を把握するための定期的な観測、有用資源の探索や

その生物情報の収集・分析、また種苗生産及び増養殖技術に関する試験等を行っています。その中で私は、クル
マエビやヤイトハタ等の養殖用種苗のウイルス保有検査や、養殖場で疾病が発生した場合の原因特定とその対策
指導などを主な業務としています。

●沖縄県職員を志望した理由を教えてください。

大学で水産分野について学んでいたので、その知識を活かせる仕事をしたいと考えていました。他県での就職

も考えましたが、就職活動中に他の県とは環境も生息している生物も大きく違う沖縄県での水産業に興味を持

ち、また直接的な業務だけでなく、行政・研究・普及と幅広い経験ができる県職員の仕事に魅力を感じて水産職
を志望しました。

●入庁後、特にやりがいを感じた業務や印象に残っていること、沖縄県の魅力などを
教えてください。
■ある１日のスケジュール

AM

07：30
08：30
10：00

PM

出勤
メールチェック、事務処理等
魚病検査依頼のあった養殖場での現場確認
および状況聞き取り、検査用サンプルの回収
11：00 検査開始（解剖）
13：00 昼休み
14：00 検査開始（ＰＣＲ）
16：00 事務処理・資料作成
16：30 検査結果の確認および報告
17：00 翌日の日程確認をして退勤
※時差通勤制度を利用（7：30 ～ 16：15）

沖縄県には他県では見られない水産物が多くあり、また現在の業務上魚介類の生育そのものに触れる機会が多

いので、水産養殖に関する様々な知識を知ることができてとても勉強になります。能力不足を感じることもあり
ますが、漁業者の方々と一緒に課題への取組を行った結果として、現場の活性化に自分が役に立つことができた
と感じられる時に、何事にも代えがたいやりがいを感じます。

●沖縄県職員を目指している方へメッセージをお願いします。

一口に水産関係の業務、といっても様々な分野に跨がった複雑なものも多く、県職員はその分だけ多くのこと

を勉強していかなくてはいけないので大変なことも多いですが非常にやりがいを感じられる仕事です。何か分か
らないことがあっても沢山の先輩方が熱心に教えてくれますし、福利厚生等も充実しているので趣味との両立も
しやすいと思います。
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先輩職員からのメッセージ
掲載職員の試験区分及び現在の所属部署等は令和 3 年 2 月末現在のものです。異動経歴は在籍時の組織名で掲載しています。

病院事務
病院事業局
病院事業経営課

奥浜

真敬

平成 23 年～ 八重山病院経営課
平成 26 年～ 南部医療センター・
こども医療センター経営課
平成 30 年～ 現所属
■ある１日のスケジュール

AM
PM

９：30 登庁
９：30 １日の業務確認・メール確認
10：00 資料作成
11：00 課内調整
13：00 照会事項の対応等
15：00 資料作成
18：15 退庁
※時差通勤制度を利用（9：30 ～ 18：15）

●現在どんな仕事をしていますか。

各県立病院の管理者を構成員とする経営会議の運営を行っています。会議次第や資料構成等について検討し、

会議の円滑な運営に努めています。その他、県立病院に導入している原価計算システムの活用やDPC分析担当者

の業務支援、統計業務など、各県立病院の担当者と連携を取りながら、経営改善に向けた取組を推進していま
す。

●沖縄県職員を志望した理由を教えてください。

学生の頃に学んだ医療、福祉の知識を活かした仕事に就きたいとの思いから、医療機関について調べたとこ

ろ、県立病院が提供している医療や役割について興味を持ち、県民の医療のために貢献したいという思いが強く
なったことがきっかけで、病院事務を志望しました。また、６つの県立病院があり、人事異動を通じて経験を積
める点も魅力だと感じたからです。

●入庁後、特にやりがいを感じた業務や印象に残っていること、沖縄県の魅力などを教えてくだ
さい。
病院事務は、県民の命を守る県立病院の現場を支える大事なポジションであり、やりがいを感じながら業務を

行っています。特に印象に残っているのは、南部医療センター・こども医療センター在籍中に熊本地震があり、
DMAT(災害派遣医療チーム)の業務調整員として被災地支援に行ったことです。初めての被災地派遣でしたが、医

師、看護師など他職種のメンバーと協力して任務を遂行し、全隊員が無事に帰院できた時は達成感と同時に、被
災地の１日も早い復興を祈念したことを覚えています。

●沖縄県職員を目指している方へメッセージをお願いします。

病院事務の業務は、診療報酬請求や患者等との窓口対応、経営企画、経理業務、契約事務、施設運営など多岐

に渡り様々な経験が積めます。また、セミナー受講や資格取得に向けた研修など、初見の分野でも知識を習得す
るチャンスがあり、やる気ある皆さんが活躍する場面も大いにあります。是非一緒に働いてみませんか。

●現在どんな仕事をしていますか。

警察事務（上級）

現在、鑑識課において写真係を担当しています。写真係の業務内容は、捜査員が現場で撮影した写真の現像、

被疑者写真の登録作業、防犯カメラの画像解析等を行い捜査支援に繋がる業務を行っています。

また、警察学校生等にカメラ撮影の教養を行い、現場で適切な写真を撮影する要領などの指導を行っていま

す。

●沖縄県職員を志望した理由を教えてください。

幼い頃から、警察24時や警察関連の番組を見ることが好きでした。警察官になることに憧れがありましたが、

学生の時に就職説明会で警察事務という仕事があることを知り、県民の安心・安全な暮らしを守る警察官を支え
ることができる仕事というところに魅力を感じ、警察事務職員を志望しました。

●入庁後、特にやりがいを感じた業務や印象に残っていること、沖縄県の魅力などを
教えてください。

ションであり、私が担当している画像解析業務は、防犯カメラの映像を見やすくすることで被疑者検挙に繋がる

大城

■ある１日のスケジュール

捜査支援を行っています。上手く解析が進まないときもありますが、事件が解決した時などは、今まで味わった
PM

ことのない達成感とやりがいを感じます。

●沖縄県職員を目指している方へメッセージをお願いします。

鑑識課に配属になり専門的な分野で覚えることも多く大変なときもありますが、周りの先輩方にも恵まれ毎日

沢山のことを学びながら楽しく仕事をしています。また、事務職員でも捜査支援など警察ならではの業務ができ
るところもこの仕事のとても魅力的な面だと思います。ぜひ、警察事務職員として一緒に働きましょう。

県立学校事務Ⅰ
沖縄県立
北部農林高等学校

糸数

友哉

令和元年 ～ 現所属

莉子

令和２年 ～ 現所属

AM

私は、初任地が現所属の鑑識課になります。鑑識課は、犯罪捜査の縁の下の力持ちとして警察ならではのセク

沖縄県警察本部
刑事部鑑識課

9：15 登庁
9：30 業務開始
10：00 現場写真の焼き付け
12：00 昼食
13：00 被疑者写真の登録
15：00 画像解析
17：00 デスクワーク
18：15 退庁

●現在どんな仕事をしていますか。

県立北部農林高等学校に勤務しており、給与・人事・福利を担当しています。給与では、本校に勤務する職員

の給料の支払いや各種手当ての認定作業などをしています。人事では、長期休暇を取得する職員の事務手続き
や、補充職員の手続きなどをします。職員の個人情報を扱うことが多いため日々細心の注意を払いながら業務に
あたっています。

●沖縄県職員を志望した理由を教えてください。

沖縄県のために何かをしたいと考え沖縄県職員になることを決めました。その中で、学生の時にお世話になっ

た先生方の事を思いだし、自分も沖縄県の将来を担う生徒さん達の成長を支える事ができるような仕事がしたい
と考え県立学校事務を志望しました。

●入庁後、特にやりがいを感じた業務や印象に残っていること、沖縄県の魅力などを
教えてください。

入庁後、特にやりがいを感じた業務は給食業務委託契約の一般競争入札でした。自分が行った契約によって定

■ある１日のスケジュール

AM

8：30

出勤

9：00

メールチェック・スケジュール確認

8：30

PM

9：30

12：00
12：45
16：30
17：00
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職員朝会

書類作成及び書類整理
昼休憩

書類作成及び書類整理

翌日のスケジュール確認
退勤

時制の生徒さん達が毎日のように給食を食べることができると言うことに感動し、やりがいを感じました。印象
に残っていることは、採用一年目の時に周りの職員や先生方がとても優しく、時には厳しく接してくれたことで
す。北部農林高校は専門高校と言うこともあり業務は多岐にわたりますが、とても温かい環境で仕事ができてい
ると感じています。

●沖縄県職員を目指している方へメッセージをお願いします。

県立学校事務の業務は、給与・歳出・歳入の他にも窓口対応や、電話対応など多岐に渡ります。一つ一つの仕

事に責任を持って取り組むことができ、学校運営を担う一員としてとてもやりがいのある職業だと思います。ぜ
ひ学校事務として働いて見ませんか。みなさんと一緒に働けることを楽しみにしています。

沖縄県職員採用案内

県立学校事務Ⅱ
沖縄県立
向陽高等学校

平良

美凪

令和元年～ 現所属

●現在どんな仕事をしていますか。

県立学校図書館で司書の仕事をしています。貸出・返却、レファレンスなどのカウンター業務の他に図書の購

入や受入、授業などで図書館の資料を利用する際の支援や、図書館展示・企画の準備などを行っています。学校
の特色に合わせた選書や、生徒、教職員の充実した図書館利用活性化のため環境づくりに励んでいます。

●沖縄県職員を志望した理由を教えてください。

図書館という空間が好きだったこと、生徒、職員の要望に応えたり、図書館利用のためのアプローチを考える

事が魅力的に感じ、学校図書館司書を志望しました。学校図書館を選んだ理由は、多感な時期に読書によって、
少しでも視野を広げる手助けをしたいと思ったからです。また、大学はマーケティングを専攻していましたが、
そこで学んだ知識を図書館運営に活かすことができると思い志望しました。

●入庁後、特にやりがいを感じた業務や印象に残っていること、沖縄県の魅力などを教えてくだ
さい。
読書が苦手な生徒と読書感想文用の本を一緒に探した事が印象的です。きらきらした顔で「初めて自分から読

■ある１日のスケジュール

AM

8：30
8：40
8：50
9：00

PM

11：45
12：30
17：15
17：20

出勤
職員朝会
開館準備
開館
（カウンター業務、書架整理、企画展示など）
昼食
カウンター業務、企画展示、選書、図書受入
放課後業務委託スタッフへ引継
退勤

みたいと思った本を借りた！」と言ってくれたことがとても嬉しかったです。このように、図書館利用者（生
徒・教職員）の反応が直接的に返ってくるところに業務のやりがいを感じます。生徒から学ぶ事も多く、さらな
る図書館活性化のため日々奮闘中です。

●沖縄県職員を目指している方へメッセージをお願いします。

県立学校事務Ⅱの魅力は、事務職でありながら生徒とコミュニケーションを取ったり、生徒の成長を近くで見

ることができる点だと思います。公共図書館と異なり、すべての業務を一人で行わなければならない一方で、図
書館を利用する生徒一人一人と深く向き合うことができます。これからの沖縄を担う生徒の成長を、読書を通し
て共に支えていきましょう。

●現在どんな仕事をしていますか。

市町村立学校事務

現在所属している学校では、教職員の給与や旅費の支給業務を主に行っています。他にも教育予算執行や教育

委員会からの補助金に関する会計事務を行っています。児童生徒に係る業務については、学籍事務や児童生徒へ
の就学援助事務、教科書給与事務があります。

竹富町立
鳩間小中学校

●沖縄県職員を志望した理由を教えてください。

私は大学時代県外に住んでいこともあり、沖縄の良さを色々と感じていました。それから生まれ育った地域に

貢献したいと思い沖縄県職員を志望しました。県職員の仕事を調べる内に市町村立学校事務という職種を知り、
教員以外の立場で子ども達のために働けることに興味を持ち志望しました。

●入庁後、特にやりがいを感じた業務や印象に残っていること、沖縄県の魅力などを
教えてください。

予算を執行するなかで、物品を購入した時などに子ども達や職員から「ありがとう」と感謝の言葉を言われた

います。特に運動会は島民や他の島の方々も競技に参加をします。なかなか経験をすることがない運動会なので

■ある１日のスケジュール

とても印象に残っています。

市町村立学校事務職員は , 業務の幅が広く色々なことが経験できるやりがいのある職種だと思います。また市

町村によっては、近隣の学校事務職員が集まり OJT などを行う共同学校事務室という組織もあり日々資質向上に
努めています。離島での勤務もあり県全体のために働くことができることも魅力です。皆さんも明るい学校で子
ども達のために一緒に働いてみませんか！

一般事務（初級）
企画部
地域・離島課

松田

めぐみ

平成 24 年～ 名護県税事務所
平成 27 年～ 中部福祉事務所
平成 30 年～ 熊本県庁
（災害派遣）
令和元年～ 現所属
■ある１日のスケジュール

AM
PM

9：00 登庁
9：05 メールチェック・今日一日のタスク管理
10：00 報告資料等作成
12：00 ランチタイム
13：00 委託事業者と ミーティング
16：00 報告資料等作成
17：00 最近の観光事業について情報収集
17：45 退庁
※時差通勤制度を利用。
（勤務時間 9：00 ～ 17：45）

PM

●沖縄県職員を目指している方へメッセージをお願いします。

奨透

平成 29 年～金武町立嘉芸小学校
令和２年～ 現所属

AM

ときはやりがいを感じました。また現在所属している学校は職員数が少ないため、学校行事にも多く参加をして

古謝

7：45 出勤
8：00 メールチェック、電話対応
8：30 文書受付・整理
10：00 給与関係書類作成
12：40 給食・昼休み
13：30 予算関係事務処理
15：00 旅費請求書作成
16：00 消耗品等在庫管理
16：45 退勤

●現在どんな仕事をしていますか。

主に、離島における観光事業の支援を行っております。例えば、アンケートに答えてツアー費を一部補助する

モニターツアーの運営（島あっちぃ事業）、離島の特産品販売イベント（離島フェア）の運営補助、離島オンラ
インツアープログラムの造成・販売促進などです。

●沖縄県職員を志望した理由を教えてください。

こんな県職員になりたい！という明確なビジョンを持っていたわけではなく、将来に渡って安心できる公務員

がいいなという漠然とした考えから志望しました。

ただ、その中で県を選んだ理由としては、多種多様な業務を経験でき、様々な職種の人と働けるため、働きな

がら自分のやりたいことが見つけられる気がしたからです。

●入庁後、特にやりがいを感じた業務や印象に残っていること、沖縄県の魅力などを
教えてください。

最初は、特にやりたいこともハッキリしないまま安定性だけを求めて入庁したつもりが、様々な分野の経験を

重ねていくうちに、多種多様な業種に携われる県の仕事に魅力を感じるようになりました。勤務地も本庁だけで
なく南部・中部・北部や離島などの出先機関や、県外や海外まで配属先があり、民間企業への出向など違う職種
の方々と働く機会もあります。

多種多様なジャンル、様々な場所で働けるという点が県職員の魅力だと私は感じています。

●沖縄県職員を目指している方へメッセージをお願いします。

今自分のやりたい事が見つけられなくても、働きながら見つけてもいいと思います。

入庁当初はいろいろと不安かと思いますが、必ず周りがフォローしてくれます！県職員って堅そうに見えて、

めっちゃノリ良かったりします（笑）。たまに忙しかったり、落ち込んだりするときもあるけど、それ以上に職場
が楽しいので、なんだかんだ毎日笑って楽しんでます。皆さんの入庁楽しみに待ってまーす＼(^O^)／
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先輩職員からのメッセージ
掲載職員の試験区分及び現在の所属部署等は令和 3 年 2 月末現在のものです。異動経歴は在籍時の組織名で掲載しています。

土木（初級）
土木建築部
北部土木事務所

平良

祐人

平成 30 年～現所属

●現在どんな仕事をしていますか。

北部土木事務所では管内12市町村の道路、公園、河川、港湾、海岸等のインフラ整備を行っています。

現在、所属している維持管理班では、維持補修や改修、修繕等を行っており、私は主に河川及び海岸の維持管理
業務を行っています

●沖縄県職員を志望した理由を教えてください。

小さいときから物作りが好きで工業高校に入学し、そこでさらなる物づくりの楽しさ、難しさを学びました。

高校卒業後、県外の民間企業への就職を考えていましたが、現場見学で公共工事の沖縄都市モノレールの延長事
業を見学し、沖縄の発展を支える公共工事に興味を持ち志望しました。

●入庁後、特にやりがいを感じた業務や印象に残っていること、沖縄県の魅力などを
教えてください。
■ある１日のスケジュール

AM
PM

08：15
08：30
08：45
09：30
11：00
12：00
13：00
15：00
16：00
17：00
18：30

登庁
業務開始
班内調整、メール確認、電話等
現場立会
業務調整
昼食
現場立会
業務調整
現場立会
日程調整、雑務等
業務終了

維持管理班では、県民の皆様が日常的に使用する道路、海岸等の維持管理を行っているため、苦情対応等で現

場へ行く事も多いですが、その分、県民の皆様と触れ合う機会が多く、感謝の声をかけて頂くと、ものすごく達
成感を感じます。

●沖縄県職員を目指している方へメッセージをお願いします。

業務内容は多種多様で、様々な業務に携われるのが魅力の一つでもあると思います。日常の業務はもちろん大

変ですが、上司や先輩職員に助けられ安心して働くことができる職場です。
沖縄県の発展を担う意義のある仕事ですので一緒に働いてみませんか。

●現在どんな仕事をしていますか。

農業土木（初級）

現所属の宮古農林水産振興センター農林水産整備課では、農業農村整備、森林整備、漁港整備など幅広い事業

を行っています。私の担当業務は、農業農村整備におけるほ場整備及び畑地かんがい施設整備の工事監督や設計
業務です。

●沖縄県職員を志望した理由を教えてください。

高校卒業後、すぐ就職することを決めていました。はじめは民間企業に就職することを考えていましたが、当

農林水産部
宮古農林水産振興センター
農林水産整備課

時の担任の先生に農業土木職（初級）の試験を進められ、生まれ育った沖縄（特に宮古島）の農業の発展に貢献

下地

●入庁後、特にやりがいを感じた業務や印象に残っていること、沖縄県の魅力などを
教えてください。

平成 27 年～ 北部農林水産振興
センター
農林水産整備課
平成 30 年～ 現所属

したいと思い志望しました。

農業農村整備における工事を担当する中で、業者との調整・農家との調整を重ね、現場に施設や農地が残り、

地元農家の方々に喜んで利用してもらえることでやりがいを感じます。特に、地元農家さんからの「ありがと

●沖縄県職員を目指している方へメッセージをお願いします。

きる機会がたくさんあります。研修・日頃の業務をしていく中で専門知識は身に付いていくので大丈夫です。県
職員は福利厚生や休暇制度もしっかりしているので、仕事と趣味の両立も図れると思います。ぜひ、農業土木職
で働いてみませんか、皆さんと一緒に働けることを楽しみにしています。

沖縄県警察本部
警務部警務課

久貝

祐里奈

平成 28 年～ 厚生課
平成 29 年～ 機動隊（会計係）
令和 ２ 年～ 現所属

PM

高校では畜産について学んでおり、農業土木に関しては無知で不安でしたが、分からないことや困ったことが

あれば上司や先輩、同僚がサポートしてくれます。また、農業土木職対象の研修も実施されているので、勉強で

警察事務（初級）

■ある１日のスケジュール

AM

う」の一言が心の励みになり、とても印象に残っています。

淳史

8：20 登庁
8：30 メール確認・日程確認
9：00 業者調整
11：00 農家との現地調整
12：00 お昼休み
13：30 業者調整
15：00 事務処理
17：00 翌日の業務内容確認
17：15 退庁

●現在どんな仕事をしていますか。

現在所属する警務課では、給与係を担当していて、職員の給料に関する業務を行っています。現在は職員の住

民税に関する業務や、給与チェック、手当認定業務も行っています。ほかにも、各所属からの給与や手当に関す
る問合せの対応も行っています。

●沖縄県職員を志望した理由を教えてください。

公務員になりたいと考えていたときに、沖縄県の治安維持のために働いている警察官を警察組織の一員として

サポートできる仕事ということ、また、多種多様な業務があることに魅力を感じ志望しました。

●入庁後、特にやりがいを感じた業務や印象に残っていること、沖縄県の魅力などを
教えてください。

採用時に配属された所属で、事業の予算編成に携わったことが印象に残っています。様々な事業があるなかで

の１つの事業ではありますが、組織全体に関わることで不安もありました。しかし、無事にすべてが予算内で執
■ある１日のスケジュール

AM

9：10

9：30

PM

10：00
12：00
13：00
18：15
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行されたときにはとても嬉しく、やりがいを感じることができました。

登庁

●沖縄県職員を目指している方へメッセージをお願いします。

職員の給与チェック

ことができます。業務を覚えることの大変さもありますが、様々な業務を経験することで自分自身の成長につな

業務開始（メールチェック）
昼食

住民税の算定
退庁

警察事務の仕事は、会計業務などのデスクワークだけでなく、配属される所属によって様々な業務を経験する

がることも魅力だと感じています。ぜひ警察職員の一員として一緒に働いてみませんか。

沖縄県職員採用案内

勤務条件等
給料・手当等

勤務時間・休暇等

■ 初任給

初任給は試験の種類ごとに次のとおりとなっていますが、職種によって異な
ることがあります。また、職歴等により、加算されることがあります。
(行政職の例)

令和3年４月現在

試験の種類

初任給

上級

182,200円

中級

163,100円

初級

150,600円

■ 諸手当

支給要件に応じて、期末・勤勉手当、通勤手当、住居手当、扶養手当、時間
外勤務手当、特殊勤務手当などが支給されます。

■ 職員の平均年齢、平均給料月額、
令和 2 年４月現在

平均年齢

41.4歳

平均給料月額

311,000 円

平均給与月額

374,244 円

※平均給料月額とは、職員の基本給の平均のことをいいます。
※平均給与月額とは、給料月額と毎月支払われる扶養手当、住居手当、時間外勤務手当等
の全ての諸手当の額を合計したものの平均をいいます。

■ 採用後の経験年数別平均給料月額

初任給は試験の種類ごとに次のとおりとなっていますが、職種によって異な
ることがあります。また、職歴等により、加算されることがあります。
(一般行政職(大卒)の例)

経験年数

平成30年４月現在

平均給料月額

経験年数10年

249,924 円

経験年数20年

359,954 円

経験年数25年

385,033 円

研修制度

※知事部局の例

■ 自治研修所研修

自治研修所において、新採用職員研修などの階層別研修や、クレーム対応研
修、法制執務研修、ファシリテーション研修、しまくとぅば講座などの特別
研修を行っています。

■ 時差通勤制度

※知事部局の例

通常の勤務時間は、午前8時30分から午後5時15分までとなっていますが、
勤務時間を前後1時間を限度にスライドさせることができます（早出勤務の
場合は、午前7時30分又は午前8時出勤。遅出勤務の場合は、午前9時又は午
前9時30分出勤）。

■ 休暇

年次休暇は年20日（4月採用の1年目の場合は15日）です。使わなかった休
暇は、翌年に限り繰り越すことができます。その他に夏期休暇、病気休暇、
慶弔休暇、産前産後休暇、育児休暇、介護休暇等があります。
※平成29年の年次休暇の平均取得日数は、13日となっています。

※知事部局の例

■ 共済制度

病気・負傷の場合の療養費支給、結婚・出産・災害などの際の給付や貸付
等、職員や家族の福利厚生の増進を目的とした種々の制度があります。

■ 職員住宅

本島北部（名護市）、宮古島、石垣島、東京都に職員住宅があります。

■ 職員の健康管理

定期健康診断やストレスチェック、過重労働対策等を実施しているほか、希
望者に対しては、保健指導・相談なども実施しており、職員が安全で健康に
働ける職場づくりに配慮しています。

配属先・異動・昇任等

■ 配属先

知事部局の例では、新規採用職員は、本庁各課をはじめ、県税事務所、福祉
事務所、土木事務所等の機関に配属されます。また、技術系の職種では、各
種試験研究機関等に配属される場合もあります。

■ 異動

知事部局、企業局、病院事業局等の基本的な異動のサイクルは3年となって
います。
学校事務の基本的な異動のサイクルは、公立小・中学校では3年、県立高等
学校では5年（離島などの勤務先は3年）となっています。

■ 昇任

昇任は勤務成績などが考慮されます。基本的な職制は下記のとおりです(知
事部局の例)。

部 長 級

統 括 監 級

課 長 級

班 長 級

主 査 級

主 任 級

主 事 級

■ 派遣研修

自治大学校や各省庁、民間企業などへの派遣研修のほか、海外への派遣研修
（県行政の主要施策の推進に関連するアジア等）もあります。

■ フレッシュマントレーナー制度

知事部局の例では、勤務時間は原則として週38時間45分勤務で、月曜日から
金曜日の午前8時30分から午後5時15分までです。
※任命権者、部門、職種によっては変則勤務をすることがあります。
※知事部局等においては時差通勤を導入しています。

福利厚生

平均給与月額

（一般行政職の例）

■ 勤務時間

新採用職員の不安の解消や円滑な業務実施につなげるため、新採用職員への
相談役となる職員を所属長がフレッシュマントレーナーとして指定し、新採
用職員の人材育成に職場全体で取り組んでいます。
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ワークライフバランス

育児休業取得者からのメッセージ

平成 24 年度採用

平成 26 年度採用

総務部人事課

土木建築部都市公園課

古堅 大喜

又吉 千秋

●家庭と仕事の両立がしやすい職場環境です

●制度を利用するための環境も整っています

第三子の誕生にあわせ、育休を３ヶ月間取得しました。自分が家
事や上の子の世話をすることで、妻が赤ちゃんの育児に専念できる
ようフォローしたいと考えたからです。
育休中は、家事や子供達の送迎など、時間に追われる毎日でした。
しかし、子供の日々の成長を家族と共有でき、とても貴重な期間を
過ごせたと感じています。
現在は、妻も１年半の育休から無事に職場復帰しました。忙しい
毎日の中で、仕事と家庭を両立できているのは、育休を通して、家
事や育児を夫婦で協力することの大切さを改めて認識できたからだ
と思います。
沖縄県は、子育てしながら働きやすい職場です。私が育休を申し
出た際も、職場の上司や同僚は快く応じていただき、安心して育休
を取得することができました。また、子が熱を出したときは、｢子の
看護休暇｣を活用し、妻と交替で対応しています。
私がプライベートの充実を図りつつ、仕事に励むことができてい
るのは、沖縄県の子育て支援制度と理解ある職場環境のおかげだと
思います。

八重山赴任中の平成 28 年と 30 年に娘２人を出産しました。産休・
育休をまとめて２年７ヶ月間取得し、本庁へ異動と同時に復帰しま
した。
復帰後はフルタイムで働いており、お昼休みを 15 分短縮し、子
どものお迎えに間に合うように勤務しています。主人も県職員であ
るため、子どもが体調を崩したときには、相互に協力して子の看護
休暇を取得し対応しています。
子育て支援制度をフル活用できることはもちろんですが、周りに
ワーキングママ・パパの先輩猛者達が多くいるため、気兼ねなく相
談できるところも魅力的な職場だと感じています。また、私の周囲
でも共働きで家事育児の全てをフェアに分担している夫婦も増えて
きており、そうした情勢の変化も職場の雰囲気を向上する後押しに
なっているのではないかと思います。
これまで自分のペースで行っていた当たり前のことが、育休期間
を経て全て覆されたこともあり、時間配分・優先順位の付け方やセ
ルフケアなど日々鍛錬を重ねながら仕事、家事、育児全てに取り組
んでいます。

■ 主な子育て支援制度

仕事と子育てを両立しながら、安心して子育てができるよう、次のような休暇制度等があります。
制

度

与

内容・利用期間
産前８週（多胎妊娠の場合は 14 週）から産後８週まで取得できます。

産前産後休暇

有給

出産補助休暇

有給

男性職員のみ。配偶者の出産のため、看護（付き添い）や家事等に従事する場合に取得できます。
（出産予定日の 10 日前から出産後 10 日までで３日を超えない範囲）

育児参加休暇

有給

男性職員のみ。生まれてくる子又は小学校就学前の子を養育する場合に取得できます。
（産前８週（多胎妊娠の場合は 14 週）から産後８週までで５日を超えない範囲）

無給※

子が３歳に達するまでの間、必要な期間を取得できます。
※子が１歳に達するまでは地方公務員共済組合から育児休業手当金が支給されます。

育児休業
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給

育児部分休業

一部減額

小学校就学前の子を養育する職員が、１日の勤務時間の一部を勤務しないことができます。
（１日２時間を超えない範囲）

育児短時間勤務

一部減額

小学校就学前の子を養育する職員が、勤務時間を短縮することができます。
（週 19 時間 25 分～ 24 時間 35 分）

早出遅出勤務

有給

小学校就学前の子を養育する職員が、早出または遅出勤務を行うことができます。
（午前８時～午後４時 45 分、午前９時～午後５時 45 分、午前９時 30 分～午後６時 15 分）

子の看護休暇

有給

中学校就学前の子を養育する職員が、その子を看護する場合等に取得できます。
（1 年に 5 日（子が 2 人以上の場合 10 日）を超えない範囲）

休憩時間変更

有給

妊娠中の職員や子どもを養育している職員が、休憩時間を変更することができます。
（通常正午から午後 1 時までの休憩時間を、正午から午後零時 45 分までの 45 分間に変更することができます）

沖縄県職員採用案内

採用試験 Q&A
Ｑ．人事委員会が行う採用試験の種類
にはどういうものがありますか？
例年3月中旬に公表する試験計画に
基づいて、県職員採用試験（上級・
中級・初級、警察官）、障害者を対
象とした県職員採用選考試験を行っ
ています。
Ｑ．年度によっては試験が実施されな
いこともありますか？
退職者数の状況などにより、年度
によって試験を行わない試験区分が
あります。
実施の有無、採用予定数について
は、試 験 計 画（例 年 ３ 月 中 旬 公 表）
又は各試験ごとの試験案内をご覧く
ださい。
Ｑ．教員や看護師など、他にどんな職
種の採用がありますか？
専門的な知識、特殊な技術、特定
の免許・資格を必要とする業務を行
う職員（例：獣医師、看護師、教員、
学芸員など）の採用については、欠
員の状況に応じて、各任命権者（知事、
警察本部長、教育委員会、病院事業
局長など）が採用選考試験を行って
います。
選考試験実施の有無等については、
各任命権者のホームページ等を確認
してください。
Ｑ．学歴、年齢、出身県や性別などに
よって、試験結果に有利・不利は
ありますか？
各試験ごとの受験資格を満たして
いれば、受験者の学歴、年齢、出身地、
性別などによる有利、不利はまった
くありません。
Ｑ．受験には特別な資格・免許が必要
ですか？
一部の試験では、指定された資格
の取得又は取得見込みであることが
要件となっています。
受験に際しては受験資格を試験計
画又は試験案内で確認してください。

Ｑ．年齢制限や学歴制限はありますか？

Ｑ．受験票はいつ届きますか？

受験資格として年齢による制限が
ありますので、試験計画又は試験案
内で確認してください。
学歴については、上級・中級試験・
障害者を対象とした採用選考試験に
ついては制限がありませんが、初級
試験、警察官Ａ・Ｂ採用試験について
は制限があり、受験できない場合が
あります。
詳しくは試験計画等で確認してく
ださい。

受験票は、第１次試験日の１週間
前に発送します。第１次試験日の５
日前までに到着しないときは、人事
委員会事務局総務課に連絡してくだ
さい。

Ｑ．複数の試験種類を申し込み、受験
することはできますか？
試験種類（上級、中・初級、警察官）
を異にする併願は、それぞれの受験
資格を満たしていれば可能です。た
だし、中級試験と初級試験、警察官
Ｂ試験と障害者を対象とした採用選
考試験のように、試験日が同じ場合
は併願できません。
また、中級試験の県立学校事務と
市町村立学校事務のように、同一の
試験種類内で、複数の試験区分を申
し込むことはできません。なお、申
込後の変更はできません。
Ｑ．試験計画や試験案内に記載されて
いる「人事委員会が大学を卒業した
者（見込みを含む。）と同等の資格が
あると認める者」とは何ですか？
外国の大学の卒業者、職業能力開
発大学校の応用課程修了者、「高度専
門士」の称号を取得することができ
る専門学校の修了者などについて、
大学を卒業した者と同等の資格があ
ると認めてきましたが、個別に判断
していますので、人事委員会事務局
総務課に問い合わせてください。

Ｑ．
県外の試験会場はありますか？
県外での試験は実施しておりません。
Ｑ．第一次試験の服装はどうすれば
よいですか？
第一次試験の服装は特に指定など
はしていませんので、軽装での受験
が可能です。
Ｑ．台風の接近時における試験実施の
有無については、どこに確認した
らいいですか？
試験実施の有無については、ホー
ムページに情報を掲載しますので、
ご確認ください。
Ｑ．電話で成績開示はできますか？
個人情報にあたるため、電話での
成績開示は行っていません。
直接、人事委員会事務局に来課す
るか、県行政情報センターを通して
文書による開示請求をしてください。
Ｑ．試験に合格すると必ず採用される
のですか？
試験の合格者について、採用を保
証するものではありませんが、実態
としては、本人が辞退する場合等を
除き、全員採用されています。

Ｑ．受験申込書や試験案内はいつから
もらえますか？
受験申込書等は、試験計画（例年
３月中旬公表）に記載されている試
験案内等配布開始日から配布します。
例年４月下旬から上級試験、警察
官Ａ試験の申込書等を配布し、6 月
下旬から、中級・初級試験、警察官
Ｂ試験、障害者を対象とした採用選
考試験の申込書等を配布しています。
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試験案内・受験申込書入手方法

沖縄県那覇市泉崎一
二
二
-

A4 サイズ・角型 2 号
ヨコ 24cm・タテ 33cm

沖縄県人事委員会事務局
総務課

様

試験案内・申込書を郵便で請求する場合は、請求用封筒に返信用封筒（角形２号封
筒に住所、氏名を明記し、120円分の切手を貼ったもの）を入れて、人事委員会事
務局総務課（警察官採用試験については、沖縄県警察本部警務課人事係）までお送
りください。（右記参照）

切 手

○○試験受験申込書請求

２．郵送により請求する方法

【請求用封筒】

自 分 の 住 所・氏 名・電 話 番 号

自分の住所

返信用
切 手

人事委員会 HP

自分の氏名

配布開始から一定期間は、当委員会のホームページから
ダウンロードすることができます。

【返信用封筒】

折って入れてください

1．ホームページから入手する方法

朱書き

3． 直接入手する方法
配布場所

県内

県外

住

所

電話番号

沖縄県人事委員会事務局

〒900-8570沖縄県那覇市泉崎1-2-2県庁行政棟2階

098-866-2545

名護県税事務所

〒905-0015沖縄県名護市大南1-13-11沖縄県北部合同庁舎1階

0980-52-2170

コザ県税事務所

〒904-2155沖縄県沖縄市美原1-6-34沖縄県中部合同庁舎1階

098-894-6500

沖縄県宮古事務所総務課

〒906-0012沖縄県宮古島市平良字西里1125沖縄県宮古合同庁舎2階

0980-72-2551

沖縄県八重山事務所総務課

〒907-0002沖縄県石垣市字真栄里438-1沖縄県八重山合同庁舎2階

0980-82-3040

沖縄県東京事務所

〒102-0093東京都千代田区平河町2-6-3都道府県会館10階

03-5212-9087

沖縄県大阪事務所

〒530-0001大阪府大阪市北区梅田1-1-3-2100大阪駅前第3ビル21階

06-6344-6828

沖縄県名古屋情報センター

〒460-0008愛知県名古屋市中区栄4-1-1中部日本ビルディング4階

052-263-3618

（沖縄県大阪事務所名古屋駐在）

※警察官採用試験については、県警察本部警務課、県内各警察署で配布

申込方法
電子申請（インターネット）により申し込んでください。
詳細は試験案内、又はホームページの申込方法をご覧ください。

受験申込から採用までの流れ

用
内

総務課

任用担当

http://www.pref.okinawa.jp/site/jinji_i/8481.html

用

定
任命権者

〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎１－２－２ 行政棟２階（北側）
電話番号：098-866-2545
FAX番号：098-866-2541

採

採

験

採用面談 （意向調査）

試

験

沖縄県人事委員会事務局

採用候補者提示

次

試

採用候補者名簿登載

2

次

み

最 終 合 格 者 発 表

第

1

込

第1次試験合格者発表

第

申

受験票受領

験

（第1次試験日の約1週間前）

受

試験案内・申込書の
入手

人事委員会

