令和 ４ 年度 一 般社 団 法人 沖縄 県 農業 会 議職 員 採用 試験 募 集要 項

職

種

一 般事務 職

採 用人員

１名

応 募資格

１ 昭和 62年 ４月２ 日か ら平成 13年４ 月１ 日まで に生 まれた 者
２ 平成 13年 ４月２ 日以 降に生 まれた 者
で 学校教 育法 に定め る大 学（短 期大学 を除 く）を 卒業 した者 又は 令和５
年 ３月ま でに 大学を 卒業 する見 込の者 （若 しくは 同等 の資格 があ ると認
め た者を 含む 。)
ただし 、次 の者は 応募 できな い。
（１） 日本 国籍を 有し ない者
（２） 成年 被後見 人又 は被保 佐人（ 準禁 治産者 を含 む。）
（３） 禁固 以上に 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
（４） 日本 国憲法 施行 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

応 募期間

令 和４年 10月 17日(月 )～ 11月11日(金 )
※ 土･日･祝祭 日の受 付は 不可。
平 日の受 付は 午前８ 時30分から 午後５ 時15分まで 。
郵 送の場 合は 期間内 必着 。

提 出書類

① 受験申 込書
② 受験票
③ 最終学 歴の 卒業証 明書 又は卒 業見込 証明 書
※ ①受験 申込 書及び ②受 験票は 応募期 間内 に、本 会事 務所に 受け 取りに
来てく ださ い。

提 出方法

① 受験申 込書 及び② 受験 票に必 要事項 を自 筆でも れな く記入 ・署 名し、
③ の証明 書も 併せて 直接 持参す るか、 郵送 してく ださ い。
郵 送で申 し込 む場合 は、 提出書 類が全 て揃 ってい るも のに限 り受 け付け
ま す。ま た、 郵送で 申し 込む場 合は、 申し 込みの 封筒 の表に は必 ず「試
験 申込」 と朱 書し、 簡易 書留郵 便で発 送し てくだ さい 。

書類 提出先

〒 901-1112

沖縄県 南風 原町字 本部453番地 3 土 地改 良会館 ３階
一般社 団法 人沖縄 県農業 会議 総務 課まで
TEL：098-889-6027
FAX：098-889-6081

第 一次試 験･･･教養試 験（ ２時間 ）及 び職場 適応 性検査 （20分）
選 考方法
第 二次試 験･･･個別面 接
※第一 次試 験合格 者の み
試 験日時
及び
試 験会場

日

第一 次試 験
令 和４ 年11月 27日 (日)
受 付： 午前９ 時～ ９時30分
開 始： 午前10時～ 12時30分まで (２時 間30分)

時
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第二 次試 験
令 和４ 年12月 20日 (火)
会
場
合否 の通知

土地 改良 会館４ 階大 会議室
※応 募状 況等に より 試験会 場を変 更す る場合 があ ります ので 、本会
が 返送 する受 験票 で確認 してく ださ い。

第 一次試 験
12月７日 (水)から郵 送に より受 験者に 通知 します 。
な お第一 次試 験合格 者に は第二 次試験 の案 内を含 めて 通知し ます 。
第 二次試 験
12月27日 (月)から郵 送に より受 験者に 通知 します 。

採 用時期

令 和５年 ４月 １日(予 定)

給

月給

与

182,200円（令 和４ 年４月 １日 現在）

※ 一般社 団法 人沖縄 県農 業会議 事務局 職員 給与規 程に よる。
なお、 職歴 のある 者、 大学院 修了等 の場 合、内 容に 応じて 加算 調整が
行われ ます 。この ほか 、扶養 手当、 住居 手当、 通勤 手当等 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。
勤 務時間

午 前８時 30分 ～午後 ５時 15分
※ 一般社 団法 人沖縄 県農 業会議 職員就 業規 程によ る。

勤 務 地

沖 縄県南 風原 町字本 部453番地3 土地 改良 会館３ 階
一 般社団 法人 沖縄県 農業 会議事 務局

休日 ･休暇

土 曜日、 日曜 日、祝 祭日 、夏季 休暇、 年次 有給休 暇等

福 利厚生

社 会保険 (健康 保険、 厚生 年金等 )、労 働保 険(労 災・雇 用保 険)

職 務内容

(1)農業委 員会 の取組 に関 する情 報の 公表並 びに 農業委 員、 農地利 用最
適化推 進委 員及び 職員 に対す る講 習及び 研修 その他 市町 村農業 委員
会に対 する 支援。
(2)農地に 関す る情報 の収 集、整 理及 び提供 。
(3)農地法 及び その他 の法 令等の 規定 により 都道 府県農 業委 員会ネ ット
ワーク 機構 が行う とさ れた業 務。

そ の他

・ 第一次 試験 は、受 験票 と筆記 用具（ 鉛筆 、消し ゴム ）を持 参し 、机の
上には 筆記 用具及 び時 計（ス マート フォ ン等不 可） のみ置 くよ うにし
てくだ さい 。
・ 提出さ れた 書類は 、合 否の別 にかか わら ず返却 しま せん。 また 、今回
の職員 採用 の選考 終了 まで本 会が責 任を もって 保管 し、採 用者 を除
き、当 該期 間終了 後に 適切な 手段を もっ て廃棄 ・消 去いた しま す。
・ 駐車場 は台 数に限 りが ありま すので 、公 共交通 機関 をご利 用く ださ
い。
【 問い合 わせ 先】
〒901-1112
沖縄県 南風原 町字 本部453番地 3 土 地改良 会館３ 階
一般社 団法人 沖縄 県農業 会議 総務 課
TEL：098-889-6027
FAX：098-889-6081
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