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令和４年度 沖縄市職員採用候補者選考試験案内 

（行政実務経験者） 

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（直通）  

 

沖縄市では、３年以上の行政実務経験を持ち、沖縄市民とともに協同でまちづくりに

取り組み、即戦力として活躍できる人材を求めています。 

【求める人材】 

１．全体の奉仕者として公平・公正に業務に取り組む熱意を有する者 

２．チャレンジ精神を持ち、沖縄市を愛し、誇り、市民と協同でまちづくりに取り組

む能力を有する者 

３．新たな能力や技術の習得及び質の高い行政サービスの提供を目指し、成長する意

欲を有する者 

４．市民サービスの向上を図るため、問題意識を持ち事務事業等の改善に努め、課題

解決に向け変革できる能力を有する者 

 

 

令和４年度沖縄市職員採用候補者選考試験（行政実務経験者）を次の通り実施いたし

ます。 

 

１．募集職種、採用予定人数、業務内容 

職   種 採用予定人数 業 務 内 容 

行政職 

（福祉職） 

若干名 

市長部局において福祉部門を主とした行政事務に

従事します。 

行政職 

（障がい者枠） 

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します。 

建築職 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、それぞれの技術にかかわる業務に従事

します。 土木職 

※原則、令和５年４月１日付の採用を予定しています。 

※採用後に人事異動等により、受験区分以外の職種へ異動になることがあります。 

※令和４年度沖縄市職員採用候補者選考試験（沖縄市行政実務経験者）との併願はできません。 

 

２．選考日程 

申込受付期間 

令和５年２月１日（水）午前８時３０分から 

令和５年２月１４日（火）午後５時１５分まで 

※インターネットによる申込のみ（２４時間申込可） 
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３．選考方法 

【選考における注意事項】 

・第一次選考の合格者は、第一次選考の結果により決定します。 

・第二次選考の合格者は、第二次選考の結果により決定します。  

 

４．受験資格 

（１）各職種・試験区分ごとに次のような受験資格（職種ごとで全ての受験資格要件を満たす

こと）が必要です。 

職 種 受験資格 

行政職 

（福祉職） 

（Ｂ） 

昭和３８年４月２日以後生まれた者で、国や地方公共団体で非常勤職

員等として従事した実務経験が３年以上ある者（※１）、かつ、申込時

点で社会福祉士又は精神保健福祉士の資格を有する者 

行政職 

（障がい者枠） 

（Ｃ） 

昭和３８年４月２日以後生まれた者で、下記①及び②すべてに該当す

る者 

①国や地方公共団体で非常勤職員等として実務経験が３年以上ある者

（※１） 

②障害者手帳、療育手帳、精神保健福祉手帳等保持者 

建築職 

（Ｄ） 

昭和３８年４月２日以後生まれた者で、国や地方公共団体で非常勤職

員等として建築等に関する実務経験が３年以上ある者（※１） 

土木職 

（Ｅ） 

昭和３８年４月２日以後生まれた者で、国や地方公共団体で非常勤職

員等として土木等に関する実務経験が３年以上ある者（※１） 

※１「実務経験が３年以上ある者」について 

① 対象となる期間については、国及び地方公共団体において、週２９時間以上従事し、平成 

３０年４月１日から令和５年３月３１日までのうち３年以上あることを要します。 

応募書類受付期間 

令和５年２月１日（水）から令和５年２月１４日（火）まで 

受付先：沖縄市役所 総務部 人事課（本庁３階） 

※土日を除く、午前８時３０分から午後５時１５分まで 

（午後１２時から１時を除く） 

一次選考結果の発表 

令和５年３月６日（月）※予定 

午後２時に沖縄市ホームページに掲載 

※合格者にのみ、書面及びメールで結果を通知します。 

二次選考 
令和５年３月１１日（土）・１２日（日）のうち１日 

※日時については指定します 

最終合格の発表 

令和５年３月１７日（金）※予定 

午後２時に沖縄市ホームページに掲載 

※合格者にのみ、書面及びメールで結果を通知します。 

第一次選考 書類選考（エントリーシート、職務経歴書） 

第二次選考 個別面接 
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② 令和５年３月３１日までの任期をもって行政実務経験が３年以上の条件を満たす場合に

おいては、令和５年３月３１日時点で引き続き在籍していることが条件となります。 

③ 育児休業、休職等で休んでいた期間は含みません。ただし、産前産後休暇期間は含みま

す。 

④ 申込開始日において、任期の定めのない常勤職員として、すでに雇用されている者は受

験対象外となります。 

⑤ 実務経験が複数の場合は、職歴証明書等で確認できるものに限り、それらの期間を通算

します。沖縄市以外の国や地方公共団体での実務経験がある場合は、期間の確認のため「職

歴証明書」を提出していただきます。実務経験の期間が証明できない場合や実務経験の年

数が受験資格に満たない場合は不合格となります。 

 

※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消になります。 

 

（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 

 

５．申込方法 

 インターネットによる申込を行った後、応募書類を沖縄市役所総務部人事課（本庁３階）の

窓口へ提出してください。 

 

【インターネットによる申込】 

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）。 

 

 

 

  

【申込期間】 

  令和５年２月１日（水）午前８時３０分から令和５年２月１４日（火）午後５時１５分まで 

  ※２４時間申込可 

 

【応募書類】 

 ①履歴書 

 ②職務経歴書 

 ③エントリーシート ※両面印刷で提出してください。 

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

ou/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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 ④職歴証明書 

  ※職歴証明書については、沖縄市以外の国や地方公共団体で実務経験がある場合のみ提

出をお願いします。民間企業等の証明書は必要ありません。受付期間内の提出が難し

い場合はご連絡ください。 

⑤行政職（福祉職）を受験する場合は、資格証明書、免許の写等の提出をお願いします。 

※一旦提出された応募書類について内容の変更や差し替えは、一切認めません。また、返却 

もいたしません。 

  

【応募書類受付期間】 

  令和５年２月１日（水）から令和５年２月１４日（火）まで 

※土日を除く、午前８時３０分から午後５時１５分まで（正午から午後１時を除く） 

受付場所：沖縄市役所 総務部 人事課（本庁３階） 

   

※郵送で提出する場合は、令和５年２月１４日（火）必着 

   宛先 〒904-8501 沖縄県沖縄市仲宗根町２６番１号 

      沖縄市役所 総務部 人事課 人事係 宛 

※ エントリーシート在中 と朱書きしてください。 

 

６．合否の通知 

  第一次選考・・・合格の場合のみ、受験者に書面及びメールで結果を通知します。 

  第二次選考・・・合格の場合のみ、受験者に書面及びメールで結果を通知します。 

 

【成績開示請求について】 

・沖縄市役所総務部人事課（本庁３階）の窓口で開示請求することができます。 

・開示は開庁日の午前８時３０分から午後５時１５分（正午から午後１時を除く）です。 

・電話等による開示請求はできません。必ず受験者本人が窓口にお越しください。その際、

顔写真付きの身分証明書をお持ちください。 

・開示期間は第一次選考合格発表後から令和５年４月末までです。ただし、第一次選考合格

者については、第二次選考の合格発表後にしか行えません。 

 

７．給与及び勤務条件等 

 （１）給与 

採用時における給料基本額はおおむね次の通りです。（令和５年１月現在） 

※各学校を卒業後、３年間の行政実務経験がある場合 

 

 

 

※各学校を卒業後、５年間の行政実務経験がある場合 

 

 

 

大卒程度 短大卒程度 高校卒程度 

191,700円 175,300円 164,100円 

大卒程度 短大卒程度 高校卒程度 

204,200円 191,700円 175,300円 
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※各学校を卒業後、１０年間の行政実務経験がある場合 

 

 

 

※各学校を卒業後、１５年間の行政実務経験がある場合 

 

 

 

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・職歴等については、内容に応じて給料

の加算調整が行われます。 

   

（２）勤務条件等（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２０日分の年次休暇が付与（残日数は２０日を限度として翌年に繰越し）され

るほか、病気休暇、特別休暇（夏季・結婚・出産・忌引・介護等）があります。また、

仕事と家庭生活の両立支援制度として、育児休業制度や介護休業制度等があります。 

 

  

大卒程度 短大卒程度 高校卒程度 

219,200円 209,300円 198,500円 

大卒程度 短大卒程度 高校卒程度 

229,200円 223,300円 214,300円 
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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 

 

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） 

 

 

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５年２月１日（水）午前８時３０分 

～令和５年２月１４日（火）午後５時１５分 
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 ※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 

 

 

５．注意事項 

・申請完了後ダウンロードできる「申請データ（CSV形式）」は、ご利用の環境によっては文字

化け等により表示できない場合がありますが、申請に影響はございません。 

・申込後はメールにて連絡を行います。設定によっては迷惑メールフォルダに受信される場合

がありますのでご確認ください。 

 

（１）受験申込

　令和５年２月１日（水）午前８時３０分～令和５年２月１４日（火）午後５時１５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）受験番号お知らせ

　・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。

④「受験番号お知らせメール」を受信

※令和５年２月１７日（金）までにメールが届かないときには直ちにご連絡

下さい。

「受験番号お知らせメール」
を送信

受験申込者 沖縄市

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

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。

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

