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令和３年度 

那覇市職員（就職氷河期世代）採用候補者試験案内 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

※第一次試験は、テストセンター方式で実施します。テストセンター方式とは、設定された受験期間

中の都合が良い日時に、都合の良い会場を予約し、パソコンで受験していただくテスト方式です。 
 

（参考）令和２年度の実施結果 

申込者数 
一次試験 

受験者数 

一次試験 

合格者数 

二次試験 

受験者数 
最終合格者数 合格倍率 

１，８７９名 １，６１２名 １８名 １５名 ２名 ８０６倍 

 

１ 募集職種、採用予定人数、受験資格及び従事する業務    

職種 
採  用 

予定人数 
受験資格 従事する業務 

行政職 若干名 

下記①～③のいずれにも該当する者 

①昭和 47年４月２日から昭和 61年４月１日

までに生まれた者 

②高等学校卒業以上の学歴を有する者 

③沖縄県内の学校（※）を卒業した者 

※小学校、中学校、高等学校、専修学校、高等専門学

校、短期大学又は大学のいずれか 

（※職歴は問いません。） 

市長事務部局、教育委員

会、上下水道局、消防局

及び各行政委員会事務

局において、それぞれの

行政事務に従事します。 

採用予定日：令和４年４月１日 

 

※次のいずれかに該当する者は受験できません。 

  ア 日本国籍を有しない者 

イ 地方公務員法第 16条に該当する者 

① 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 

申込受付期間 

令和３年１２月１日（水）～ 令和３年１２月１２日（日） 

申込みはインターネットにより行ってください。 

第一次試験日 

令和３年１２月１８日（土）～令和４年１月１６日（日）のうち１日 

（１２月２９日（水）～１月５日（水）は除く。） 
 

雇用環境が厳しい時期に就職活動を行い、希望する就職ができないなど、

様々な課題に直面している就職氷河期世代の方々を対象とした試験です。 
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② 那覇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 

③ 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 

 

２ 試験の日時及び会場 

  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実施します。 

区分 日時 会場 

一次試験 

令和３年１２月１８日（土） 

 ～ 令和４年１月１６日（日）のうち１日 

（１２月２９日（水）～１月５日（水）は除く。） 

全国のテストセンター 

（受験者が予約した会場） 

二次試験 令和４年２月５日（土） 那覇市役所本庁舎 

 

３ 試験の種目及び方法   

＜第一次試験＞ 

種目 解答題数 
解答時間 内容 

基礎能力検査 
１２０題 

 
６０分 

基礎的な知的能力およびその応用力、学力についての択
一式による試験を行います。 
（高校卒業程度の文章読解能力、数的能力、推理判断能
力、人文・社会、自然に関する一般知識、基礎英語） 

 
＜第二次試験＞ 

種目 内容 

ケース記述試験 
与えられた状況設定（ケース）に対して、問題解決力、文章による表現力

等についての筆記試験を行います。 

口述試験 個別面接を行います。 

 

４ 合格者の発表 

第 一 次 試 験 令和４年１月２１日（金） 那覇市役所本庁舎１階ロビーに受験番号を掲示（午

後３時予定）するほか、那覇市ホームページに掲載

します。また、合格者宛通知します。 第 二 次 試 験 令和４年２月２５日（金） 

※第一次試験の成績は、第一次試験合格者以外の方に通知します。 

 

５ 採用候補者名簿への登載及び採用までの流れ 

（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採用者を

決定します。 

（２）採用予定者数や採用を辞退する者等の数を考慮して最終合格者数を決定するため、最終合格

者数が実際の採用者数を上回ることがあり、合格しても採用にならない場合があります。 

（３）心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないことが明らかになった場

合には、採用候補者名簿から削除されます。 
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（４）採用候補者名簿の有効期間は、原則として名簿登載の日（最終合格発表の日）から１年間で

す。 

 

６ 給与・勤務条件等 

（１）給与･･･採用時における給料はおおむね次のとおりです。（令和３年４月１日現在） 

大学卒程度 １８２，２００円  短大卒程度 １６３，１００円 

高校卒程度 １５０，６００円 

なお、職歴のある者、大学院修了者等の場合、内容に応じて加算調整が行われます。 

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

か、期末勤勉手当が支給されます。 

（２）休暇等（令和３年４月１日現在） 

１年に２０日の年次有給休暇のほか、各種特別休暇があります。 

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

週休２日制です。ただし、上記と異なる勤務体制の部署もあります。 

（３）条件付採用について 

地方公務員法の規定により、採用後６か月間は、条件付採用となります。この間の勤務成績

が良好な者について、正式採用となります。 

 

７ 申込方法 （詳細は P.４～P.６を参照） 

インターネットによる申込みのみとなります。那覇市ホームページ内の申込専用サイトリンクに

アクセスしてください。 

※申込みに係る通信料は、各個人のご負担となります。 

※郵送その他の方法での申込みはできませんので、ご注意ください。 

ＵＲＬ：https://www.city.naha.okinawa.jp/admin/saiyou/syokuinsaiyou/index.html 

８ その他注意事項 

（１）車椅子等の利用者について 

車椅子等を利用されている方は、受験申込の際に必ず申し出てください。 

（２）災害時等の対応について 

   災害時（台風・地震等）等の際は、テストセンターの運営会社から日程変更等についてご連

絡させていただきます。 

（３）新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止について 

  ①試験当日は、感染予防のため、マスクを正しく着用してください。 

  ②沖縄県の感染状況により、採用試験の日程や試験会場、試験内容を変更する場合がござい

ます。その際には那覇市ホームページにて通知いたします。 

（４）体調不良等による欠席者の再試験について 

  新型コロナウイルス感染など体調不良を理由とした欠席者向けの試験の再実施はしませんの

で、ご了承ください。 

（５）採用の取消しについて 

  最終合格後に受験資格がないことが判明した場合は、採用取消しとなります。 

https://www.city.naha.okinawa.jp/admin/saiyou/syokuinsaiyou/index.html
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インターネット申込みの流れ（概要） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

受験者 那覇市 

応募ページ 

利用規約同意 

仮登録 

マイページ 

ログイン 

顔写真 

アップロード 

エントリー 

申込締切 

申込内容修正 

登録完了 

氏名、メールアドレス、

パスワード入力・送信 

住所、学歴等の 

入力 

IDと本登録用 URLの 

送信 

登録完了メールの 

自動送信 

修正がある場合のみ通知 

修正内容の入力・送信 

仮登録手続 

本登録手続 

受付 

申込内容審査 

※仮登録のみでは申込完了とな

りません。必ず本登録まで行い、

登録完了メールが届いたことを

確認してください（那覇市から届

くメールは、試験が終了するまで

保存するようにしてください）。 
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申込みから試験当日までの流れ 

受付期間 

令和３年１２月１日（水）0時00分から令和3年１２月１２日（日）

23時59分まで 

・申込締め切り直前は、サーバーが混み合うことなどにより申込みに時

間がかかる恐れがありますので、余裕をもって早めに申込手続きを行

ってください。 

・受付期間中は、24時間いつでも申込可能ですが、システムの保守・

点検等を行う必要がある場合や、重大な障害その他やむを得ない理由

が生じた場合は、事前の通知を行うことなく、本システムの運用の停

止、休止、中断、または制限を行うことがありますので、あらかじめ

ご了承ください。また、このために生じた申込みの遅延等には一切の

責任を負いませんのでご注意ください。 

事前準備 

① パソコン、タブレット又はスマートフォン 

※スマートフォン以外の携帯電話には対応していません。 

※PCでの推奨環境… Google Chrome 最新版 

※JavaScriptが使用できる設定であること。 

② 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.naha.lg.jp」、「cbt-s.com」、「bsmrt. biz」のドメ

インから送付されるメールを受信できるように設定してください。） 

③ PDFファイルを読むための Adobe Acrobat Reader等のソフト 

④ 顔写真のデータ 

※最近６か月以内に背景を無地で撮影したもので、無帽、上半身、

正面向きの本人と確認できるもの。 

※ファイル形式は画像（GIF/JPG /JPEG/TIFF）のみとなります。

またアップロードできる画像サイズは最大３MBまでです。 

仮登録 

① 那覇市のホームページから申込専用サイトにアクセスし、利用規約

をお読みいただき、同意のうえ、仮登録画面にお進みください。 

② 入力画面に従い、氏名、メールアドレス等の必要事項を入力してく

ださい。パスワードは英小文字、英大文字、数字、記号から８字以上

３２字以内を設定してください。 

※パスワード忘れ等による申込の遅滞については、一切の責任を負い

ませんので、パスワードは忘れないよう必ず控えておいてください。 

※詳しくは、那覇市職員採用ホームページ内に「仮登録から申込完了

までの流れ」を掲載しておりますので、ご参照ください。 

本登録 

① 仮登録したメールアドレス宛に「仮登録完了」のお知らせが送付さ

れているかご確認ください。 

② 仮登録完了メール本文内のURLにアクセスし、メールに記載された

個人IDと事前に登録したパスワードを使用して専用サイトにログイ

ンしてください。 

※仮登録時に取得した「個人ID」と設定した「パスワード」は受験申

込等、以後の手続きに必要ですので、必ず控えておいてください。 
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③ マイページ内で、住所、学歴等の受験者情報を登録してください。 

※必須項目は必ず入力してください。 

※登録の途中で一時保存することはできません。また、無操作状態

によるログアウトにもご注意ください。 

④ 受験票用の顔写真データをアップロードしてください。 

⑤ 受付完了メールが届きましたら、本登録完了となります。 

※必ず本登録の受付完了メールの受信を確認してください。 

【注意事項】 

本登録を行うURLにアクセスした際に、「無効なURLです。本登録

が既に完了しているか、有効期限が過ぎています。既にアクセスし

ている方は、こちらからログインしてください。」というメッセー

ジが表示される場合がありますが、 本登録の受付完了メールが届い

ていない場合は、本登録は完了しておりませんので「既にアクセス

している方は、こちらからログインしてください。」のメッセージ

部分から本登録を行うURLに再度アクセスし、必要な情報や顔写真

データを登録してください。 

試験予約方法 

① 本登録完了後に、受験案内メールを受信 

申込受付期間終了後、１２月１６日（木）までに登録されたメールア

ドレスへ受験案内メールを送信します。メールが届かない場合は、那

覇市人事課までお問合わせください。 

② メールに記載されているURLからテストセンター予約用のマイペ

ージにログインし、第１次試験の日時と会場を予約してください。 

※会場の座席数には限りがありますので、予約が集中した場合、希望

する日時と会場で受験できないことがあります。余裕をもって早め

に予約してください。 

※一度行った受験予約は選択した受験日の前日14時まで変更するこ

とができますが、それ以降の変更はできません。また、予約した受

験日に受験できない場合は欠席となり、それ以降の受験の再予約は

できませんのでご注意ください。 

※使用されるパソコンや通信回線上の障害等によるトラブルについ 

ては、本市では一切責任を負いません。 

一次試験 

① 予約した日時に会場へ 

② 受付書類の記入と本人確認を受け荷物をロッカーに預ける。 

③ 各会場の試験官の指示に従い、受験してください。 

※受験当日は顔写真付きの身分証明書（免許証等）を携行してくださ

い。 

※会場は全国47都道府県に約３０0か所用意されています。 

（沖縄県内では那覇市、石垣市及び宮古島市に計５会場が用意されて

おりますが、申込状況等に応じて、会場が増えることもございま

す。） 
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申込入力の注意事項について 

 

１ 申込内容に不正があると不合格になることがあります。 

２ 「氏名」は、戸籍に記載されているとおりに正確に入力してください。 

３ 年齢は令和４年４月１日時点の年齢を入力してください。 

４ 現住所は、現在居住している住所を入力してください。（アパート、下宿、寮、間借り等

の場合は建物の名称、同居先を明確に記載・入力してください。） 

５ 電話番号は、人事課より確認の電話をすることがありますので、携帯電話等、連絡が確

実にとれるものを入力してください。 

 

 

問い合わせ先 

 

   〒900-8585 那覇市泉崎１－１－１  那覇市役所本庁舎 ５階 

那覇市 総務部 人事課       電話 ０９８－８６１－７４９９ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


