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令 和 ４ 年 度 

障がい者を対象とした 

沖縄市職員採用候補者試験案内 
 

 

沖縄市役所 総務部 人事課 

沖縄市仲宗根町２６番１号 

電話(098）929－3100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

令和４年度沖縄市職員採用候補者試験を次の通り実施いたします。 

 

この採用候補者試験は、障害者の雇用の促進等に関する法律（昭和３５年法律第１２３号）の趣

旨に基づき、障がい者の雇用の促進を図ることを目的として行うものです。 

 

 

１． 募集職種、採用予定人数及び従事する業務内容 

職種 採用予定人数 従 事 す る 業 務 

行政職 

（G） 
若干名 

市長部局、教育委員会、上下水道局及び各行政委員会において、

それぞれの行政事務に従事 

 

 

受 付 期 間 令和４年 ７月２５日（月）午前 ８時３０分から 

令和４年 ８月 ７日（日）午後１１時５９分まで 

※インターネットによる申込のみ 

一次試験日 令和４年１０月２３日（日） 

二次試験日 令和４ 年１１月２０日（日） 

 

※新型コロナウイルス感染症の影響で、採用試験の日程等を変更する可能

性があります。変更する場合は、市ホームページ等でお知らせします。 
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２．受験資格 

（１）次の受験資格が必要です 

 

職種及び試験区分 受験資格 

行政職 

（G） 

昭和５８年４月２日以後に出生し、学校教育法による高等学校（特別支援学

校高等部含む）を卒業した者又は令和５年３月３１日までに卒業見込みの

者、若しくはこれと同等の資格があると認められる者で次に掲げる手帳等の

交付を受けている者 

① ア 身体障害者手帳 

イ 身体障害者福祉法第 15条の規定により都道府県知事の定める医師 

が、当該都道府県において同条の申請に用いられる様式により作成し

た、障害の種類及び程度並びに障害者の雇用の促進等に関する法律別表 

に掲げる障害に該当する旨が記載された診断書・意見書 

ウ 産業医による「イ」に準じる診断書・意見書（心臓、じん臓、呼吸 

器、ぼうこう若しくは直腸、小腸、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫

又は肝臓の機能の障害に係るものを除く。） 

② 都道府県知事若しくは政令指定都市市長が交付する療育手帳等又は児童相

談所、知的障害者更生相談所、精神保健福祉センター、精神保健指定医若し

くは地域障害者職業センターによる知的障害者であることの判定書 

③ 精神障害者保健福祉手帳 

 

※上記の手帳等は受験申込日及び受験日当日において有効であることが必要 

 

※受験資格について虚偽がある場合は、最終試験に合格しても合格取り消しになります。 

※他の職種との重複申し込みはできません。 

 

 

（２）欠格事項（次のいずれかに該当する者は受験できません） 

   ①日本国籍を有しない者。 

②地方公務員法第 16 条に該当する者。 

ア．禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるま 

での者 

イ．沖縄市において懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から 2 年を経過しない者 

ウ．日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊す 

ることを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者 
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３．試験の方法及び内容 

 試験は第一次試験及び第二次試験とし、第二次試験は第一次試験の合格者についてのみ実施します。 

（１） 日時・試験会場 

 

（２） 試験の内容 

＜第一次試験＞ ※五肢択一式の筆記試験となります。 

 

＜第二次試験＞ 

 

 

４．合格者の発表 

 日   時 方    法 

第一次試験 令和４年１０月３１日（月）午後２時 沖縄市役所玄関横に受験番号の掲示。 

沖縄市ホームページへの掲載。 

合格者へ別途通知。 第二次試験 令和４年１２月上旬予定 

 

※得点開示請求については、第一次試験合格発表後から令和５年３月末まで行えます。 

  ただし、第一次試験合格者については、第二次試験合格発表後にしか行えません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

区 分 日 時 試験会場 

第一次試験 令和 4 年 10 月 23 日（日） 
着  席 9:30 

沖縄市役所 
教養試験 10:00～12:00 

第二次試験 
令和 4 年 11 月 20 日（日）論文試験、個別面接 

＊詳細は一次試験合格者あてに通知します 

試験科目 試験区分 試験時間 試 験 内 容 

教養試験 
行政職 

（G） 
１２０分 

時事、社会・人文、自然に関する一般知識を問う問題 

文章理解、判断・数的推理、資料解釈に関する能力を

問う問題 

試験科目 試 験 の 内 容 

論文試験 文章による表現力、テーマに対する理解力などについての筆記試験 

口述試験 個別面接 

身上調査 受験資格の有無、受験申込記載事項の審議、申込書内容等の調査 
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５．受験申込方法 

※インターネットによる申込のみ 

 沖縄市ホームページにアクセスし、手順に従い申込を行って下さい（詳細は 6,7 ページ参照）。 

 

 

 

 

 

※事情によりインターネットによる方法が困難な方は、令和 4 年 7 月 28 日（木）までに以下の

≪連絡先≫までご連絡ください。 

 

●申込期間：令和 4 年 7 月 25 日（月）午前 8 時 30 分～ 

令和 4 年 8 月 7 日（日）午後 11 時 59 分 

（申込期間中は 24 時間いつでも申込可能ですが、システムの保守・点検等のため予告なく停止する場合

があります） 

 

 ※申込後メールにて受験票を送信します。各自で A4 用紙に印刷し試験当日持参して下さい。 

令和 4 年 9 月 1 日（木）までに受験票（メール）が届かないときには直ちにご連絡下さい。 

※車椅子利用等の受験者は、申込時に連絡して下さい。 

 

 ≪連絡先≫ 総務部人事課 ℡（０９８）９２９－３１００ 

 

 

６．採用候補者名簿の作成、採用の経路及び給与、勤務条件等について 

（１）最終合格者は、採用候補者名簿に登載され、各任命権者が採用候補者名簿の中から順に採用

者を決定します。 

 

（２）最終合格者の数は、年間の採用予定者数に採用を辞退する者の数を考慮して決定しますので、

採用数を上回る合格者となり、合格しても採用にならないことがあります。 

 

（３）採用候補者名簿の有効期間は、原則として名簿登載の日から１年間です。 

 

（４）採用時における給料は、高卒１５０，６００円（令和４年４月現在）です。 

   ※このほか扶養手当、住居手当、通勤手当など、それぞれの支給要件に応じて支給されるほ

か、期末勤勉手当（賞与）が支給されます。学歴・職歴等がある場合には、内容に応じて

給料の加算調整が行われます。 

 

（５）勤務時間等（令和４年４月現在） 

① 勤務時間は、原則として月曜日から金曜日までの午前８時３０分から午後５時１５分

までの週休２日制です。ただし、前記と異なる勤務体制の部署もあります。 

② 毎年度に２０日の年次休暇のほか、各種特別休暇があります。 

https://www.city.okinawa.okinawa.jp/shiseijouhou/jinjisaiyou

/shokuinsaiyou/index.html 

https://www.city.okinawa.okinawa.jp/shiseijouhou/jinjisaiyou/shokuinsaiyou/index.html
https://www.city.okinawa.okinawa.jp/shiseijouhou/jinjisaiyou/shokuinsaiyou/index.html
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７．その他注意事項 

（１）問題の解答は、HBの鉛筆を使用して解答用紙にマークさせる方式（マークシート方式）です

ので、試験当日は、HBの鉛筆及びプラスチック消しゴムを必ず持参して下さい。 

 

（２）午前９時３０分までに試験会場の所定の席についてください。（出欠、諸注意及び問題等の配

布を行います。）遅刻者は原則受験できませんのでご注意下さい。 

 

（３）試験会場は、禁煙とします。 

 

（４）一次試験及び二次試験には、必ず受験票を持参して下さい。 

 

（５）試験中は携帯電話等電気通信機器の使用は禁止します。 

 

（６）試験当日に台風が来襲し、午前８時現在で暴風警報が発令されている場合又は暴風警報が発

令されていなくても試験の実施が困難と判断した場合には、第一次試験については令和４年 

１２月に延期します。 

※台風等自然災害が発生した場合、試験実施に関する情報はホームページに随時掲載いたしま

すのでご確認ください。試験延期の際には、試験会場等が変更となる可能性がありますので、

後日、市ホームページにてご確認ください。 

 

 

 

 

 

 

（参考）令和３年度沖縄市職員採用候補者試験実施状況 

職種 申込者数 受験者数 一次合格者数 最終合格者数 

行政職（障がい者対象） １４ １４ ３ １ 
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インターネットによる申込について 
 

 

１．必要なもの（マイナンバーカードが無くても申請可能です） 

・パソコンまたはスマートフォン 

 ・本人のメールアドレス 

ドメイン指定等の受信制限をされている場合は、「@city.okinawa.lg.jp」「@mail.oss.myna.go.jp」の 

ドメインから送付されるメールを受信できるよう設定して下さい。 

・PDF ファイルを読むための「Adobe Acrobat Reader」等のソフト 

・顔写真のデータ 

※申込前３ヵ月以内に背景を無地で撮影したもので、無帽、上半身、正面向きの写真で本人と確認で 

きるものが必要です。 

※ファイル形式は、画像（拡張子：jpeg, jpg, png, gif, tiff, tif ）のみとなります。 

※アップロードできる画像のサイズは最大 10MB までです。 

 

 

２．ぴったりサービスの動作環境について 

 サポートが終了している OS 等を含め、以下の環境以外は推奨環境外となりますので、使用できない

恐れがあります。 

・Windows をご利用の方 

OS ブラウザ 

・Microsoft Windows 8.1 ・Microsoft Internet Explorer（バージョン 11） 

・Microsoft Windows 10 ・Microsoft Edge（バージョン 40 以降） 

 ・Google Chrome（バージョン 61 以降） 

 

・Macintosh をご利用の方 

OS ブラウザ 

・macOS 10.12 Sierra 以降 ・Safari（バージョン 12 以降） 

 ・Google Chrome（バージョン 63 以降） 

 

・Android をご利用の方 

OS ブラウザ 

・Android 6.0 以降 ・Google Chrome（バージョン 63 以降） 

 

・iOS をご利用の方 

OS ブラウザ 

・iOS（バージョン 13.1 以降） ・Safari（バージョン 13 以降） 
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３．申込方法 

沖縄市ホームページにアクセスし、手順に従い申込を行って下さい。  

 ●申込期間：令和４年７月２５日（月）午前８時３０分～令和４年８月７日（日）午後１１時５９分 

 ※申込期間中は 24 時間いつでも申込可能ですが、システムの保守・点検等のため予告なく停止する場

合があります。 

 ※予期せぬシステムトラブルについての責任は一切負いませんので、余裕を持ってお申し込み下さい。 

  

沖縄市ホームページ 

 

 

 

４．申込の流れ 

 

（１）受験申込

　令和４年７月２５日（月）午前８時３０分～令和４年８月７日（日）午後１１時５９分

　　なく停止する場合があります）

　・メール送信確認のご連絡

※データ受領は申請後翌開庁日以降になる場合があります。

（２）受験票取得

沖縄市にて申請データ受領後ぴったりサービスよりメールが届きます。

　・電子申請データ受領のご連絡

　（申込期間中は24時間いつでも申込可能ですが、システムの保守・点検等のため予告

　・電子申請受付完了のご連絡

「mposs@mail.oss.myna.go.jp」からのメールを受信できるようにして下さい。

受験申込者 沖縄市

受験資格等の審査

内容に不備がないか確認

①沖縄市ホームページより申請システム（ぴったりサービス）へアクセスし申請

・生年月日、氏名、住所等の必要事項を入力

・申込前３ヵ月以内に撮影した顔写真の電子データ（無帽、上半身、正面向きの

写真で本人と確認できるもので、縦横比４×３程度の比率、ファイル形式は

jpeg, jpg, png, gif, tiff, tif のみ）を添付

申込後ぴったりサービスよりメールが２通届きます。

②ぴったりサービスよりメール受信

申請データを受領

ぴったりサービスより

③ぴったりサービスよりメール受信

「受験票発行メール」を送信

④「受験票発行メール」受信

添付ファイル（PDF）の受験票をA4用紙に印刷

※令和４年９月１日（木）までにメールが届かないときには直ちにご連絡

下さい。

（印刷できる環境が無い方はコンビニ等のプリントサービスをご利用下さい）

https://www.city.okinawa.okinawa.jp/shiseijouhou/jinjisaiyou

/shokuinsaiyou/index.html 

https://www.city.okinawa.okinawa.jp/shiseijouhou/jinjisaiyou/shokuinsaiyou/index.html
https://www.city.okinawa.okinawa.jp/shiseijouhou/jinjisaiyou/shokuinsaiyou/index.html
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新型コロナウイルス感染症対策に対する対応 

 

 

 新型コロナウイルス感染症対策として、受験者の皆様が安全に、安心して受験できる 

環境を整備する観点から、以下の事項についてご理解ください。 

 

 

・新型コロナウイルス感染症に罹患し治癒していない方や濃厚接触者として健康観察 

の指示を受けている方は、他の受験者への感染のおそれがあるため、当日の受験を 

控えていただくようお願いします。 

なお、欠席者向けの再試験は予定しておりません。 

 

 

 ・試験当日、健康状態申告書の提出をお願いいたします。 

  様式は沖縄市ホームページよりダウンロードし印刷してください。 

郵送もしくは窓口にて申込書を受け取られた方は同封されています。 

 

 

・試験当日、試験会場において咳などの症状がみられる方や体調の確認のため検温を 

実施し、37.5 度以上の発熱が認められた方は、別室で受験していただく場合があり 

ます。 

 

 

・試験会場では、感染予防のため、マスクの持参・着用をお願いするとともに、咳エ 

チケットの徹底をお願いします。なお、試験時間中の写真照合の際には、試験員の 

指示に従い、マスクを一時的に外してください。 

 

 

・当日、試験会場に、アルコール手指消毒薬を設置しますので、ご使用ください。休 

憩中は、適宜、手洗いをするなど、感染症対策にご協力をお願いします。 

 

 

・試験中において係員が適宜、窓やドアを開け換気を実施します。寒暖の差に対応で 

きるような服装にて受験してください。 

 

 


