
令和 4年度 

比謝川行政事務組合職員採用候補者選定試験 受験案内 

 ニライ消防本部 総務課人事係 098-956-9914 

 環境美化センター  098-982-8221 

 

【申込受付期間】 令和 4年 8月 1日（月）～令和 4年 8月 5日（金） 

試験区分 試験期日 消防職 一般事務職 

一次試験 令和 4年 9月 18日（日） 筆記試験/適性検査 筆記試験/適性検査 

二次試験 令和 4年 10月 16日（日） 体力試験 口述試験 

三次試験 令和 4年 11月 20日（日） 口述試験 
 

※台風及び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、比謝川行政事務組合及びニライ消防本部ホームページ等でお知らせします。 

 

1 職種・採用予定人数・従事する業務内容 

職種区分 採用予定人数 従事する業務内容 

消防職 

若干名 

消防本部又は消防署に勤務し、火災予防、消火・救急・救助活動、そ

の他消防行政に関する業務に従事します。 

一般事務職 
環境美化センターに勤務し、予算・経理・庶務等の行政事務のほか、

一般廃棄物処理施設等の維持管理業務にも従事します。 

 

2 受験資格 

職種区分 受験資格 

消防職 

① 学歴 学校教育法による高等学校卒業（令和 5年 3月卒業見込者を含む。）以上 

又はこれと同等以上と認められる者 

② 年齢 平成 9年 4月 2日以後に出生した者 

③ 資格免許 普通自動車第一種運転免許（令和 5年 3月卒業見込者に限り、令和 6 

年 3月 31日までの免許取得を可とする。） 

なお、大型自動車運転免許の取得可能な資格要件に達した後、速やか

に当該運転免許を取得すること。 

※住所要件あり・・・下記参照 

一般事務職 

① 学歴 学校教育法による高等学校卒業（令和 5年 3月卒業見込者を含む。）以上 

又はこれと同等以上と認められる者 

② 年齢 平成 5年 4月 2日以後に出生した者 

③ 資格免許 普通自動車第一種運転免許（令和5年3月卒業見込者に限り、令和5 

年 6月 30日までの免許取得を可とする。） 

※住所要件あり・・・下記参照 

令和 5年度採用 



※ 住所要件については、下記のいずれかに該当する者とする。 

① 令和 4年 6月 1日以前に嘉手納町、北谷町及び読谷村に住民登録がされ、引き続き住所を有す 

る者 

② 令和 4年 6月 1日以前に嘉手納町、北谷町及び読谷村に本籍を有する者 

③ 学業の事由により一時的に住所を嘉手納町、北谷町及び読谷村以外に移転している者（学校教

育法に定める高等学校、大学（大学院含む。）、高等専門学校及び専修学校等に在学中で、嘉手

納町、北谷町及び読谷村の住民登録されている者に扶養されている者） 

受験申込書の「扶養者の現住所」欄に、扶養者の住所を記入してください。 

(1) 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（昭和 25年法律第 261号）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 比謝川行政事務組合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 

(2) 受験資格等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しになります。 

 

3勤務条件（令和 4年 7月現在） 

(1) 給与 

 採用時における給料は、おおむね次のとおりです。 

職種区分 初任給 備考 

消防職 

150,600円 

左記の金額は、新卒者の初任給であり、学校卒業後に採用職種と

同等の職歴等がある場合は、一定の基準により加算されます。 

また、採用前に給与改定があった場合は、その定めによるところに

よります。 
一般事務職 

※ 上記の他、比謝川行政事務組合職員の給与に関する条例に基づき、扶養手当、通勤手当、住居手当、 

期末手当、勤勉手当等が支給されます。 

（2） 勤務時間等 

職種区分 勤務時間等 

消防職 

① 毎日勤務 

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。 

② 交替制勤務（3交替制） 

勤務時間は、午前 8時 30分から翌日の午前 8時 30分までの 3交替制です。 

一般事務職 
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。 

（3） 休暇等 

 ① 年次有給休暇として、毎年度 20日分が付与されます。 

 ② 特別休暇として、産前産後休暇、出産補助休暇、家族看護休暇、忌引休暇等が整備されています。  



4試験日時・試験方法・試験会場 

(1) 消防職 

 試験は、一次試験、二次試験及び三次試験とし、二次試験は一次試験の合格者についてのみ実施し、

三次試験は二次試験の合格者についてのみ実施します。 

試験区分 試験日時 試験方法 試験会場 

一次試験 

（筆記試験/

適性検査） 

令和 4年 9月 18日（日） 

午前 10時 開始 

一般教養試験 

消防適性検査 

ニライ消防本部 

2階講堂 他 

二次試験 

（体力試験） 

令和 4年 10月 16日（日） 

午前 10時 開始 

① 男性）懸垂 

女性）ぶら下がり 

② 上体起こし 

③ 反復横とび 

④ 立ち幅とび 

⑤ シャトルラン 

ニライ消防本部 

敷地内 

三次試験 

（口述試験） 

令和 4年 11月 20日（日） 

午前 10時 開始 
個別面接 

ニライ消防本部 

2階会議室 

※一次試験に関する注意事項 

 ① 試験会場の駐車場は利用できません。バス等の交通機関をご利用ください。 

 ② 受付時間は午前 9時から午前 9時 45分までです。試験会場入口は、午前 9時 45分に封鎖します。 

遅刻者は原則、受験できません。 

 ③ 問題の解答はマークシート方式です。試験当日は、ＨＢの鉛筆及び消しゴムを必ず持参してください。 

 ④ 試験中は、携帯電話等電子機器の使用を禁止します。 

※二次試験に関する注意事項 

① 試験会場の駐車場は利用できません。バス等の交通機関をご利用ください。 

② 受付時間は午前 9時から午前 9時 30分までです。 

③ 試験当日は、運動着、運動靴（屋内用及び屋外用）、タオル、飲み物等を持参してください。 

④ 試験の詳細は、別紙 1「体力試験実施要領」をご確認ください。 

※三次試験における提出書類 

① 「面接カード」。 詳細については、二次試験の合格発表時に掲示します。 

② 資格要件を証明する書類 

(2) 一般事務職 

試験は、一次試験及び二次試験とし、二次試験は一次試験の合格者についてのみ実施します。 

試験区分 試験日時 試験方法 試験会場 

一次試験 

（筆記試験/

適性検査） 

令和 4年 9月 18日（日） 

午前 10時 開始 

一般教養試験 

事務適性検査 

ニライ消防本部 

2階講堂 他 

二次試験 

（口述試験） 

令和 4年 10月 16日（日） 

午前 10時 開始 
個別面接 

環境美化センター 

2階研修室 



※一次試験に関する注意事項 

① 試験会場の駐車場は利用できません。バス等の交通機関をご利用ください。 

② 受付時間は午前9時から午前9時45分までです。試験会場入口は、午前9時45分に封鎖します。 

遅刻者は原則、受験できません。 

③ 問題の解答はマークシート方式です。試験当日は、ＨＢの鉛筆及び消しゴムを必ず持参してください。 

④ 試験中は、携帯電話等電子機器の使用を禁止します。 

※二次試験における提出書類 

① 「面接カード」。 詳細については、一次試験の合格発表時に掲示します。 

② 資格要件を証明する書類 

 

5合格者の発表 

職種区分 一次試験 二次試験 三次試験 

消防職 

10月 7日（金） 

午後 2時 

10月 21日（金） 

午後 2時 

12月 2日（金） 

午後 2時 

一般事務職  

※合格発表の方法 

① ニライ消防本部各消防署及び環境美化センターの掲示板に受験番号を掲示します。 

② 比謝川行政事務組合及びニライ消防本部ホームページに受験番号を掲示します。 

 

6 最終合格者の取扱い 

(1) 最終合格者は、採用候補者名簿に登載され、任命権者がその名簿の中から採用者を決定します。 

(2) 採用候補者名簿登載者の数は、採用予定数に採用を辞退する等の数を考慮して決定するため、採

用数を上回る登載者となり、名簿登載されても採用にならないことがあります。 

(3) 採用内定者は、個別に通知します。 

(4) 採用候補者名簿の有効期間は、令和 5年 4月 1日から令和 6年 3月 31日までとします。 

(5) 卒業見込みで合格した場合、令和 5 年 3 月末に卒業できない場合は、採用又は名簿登載を取消

します。 

 

7 受験手続 

 受験申込書は、令和 4年 7月 1日（金）から、ニライ消防本部総務課で配布します。比謝川行政事務組

合及びニライ消防本部のホームページからダウンロードも可能です。 

※ 新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、様式のダウンロード及び郵送での申込みにご協力くだ

さい。 

(1) 申込方法 

受験申込書及び受験票に必要事項を記入し、受付期間内にニライ消防本部総務課へ提出してください。 

郵送する場合は、封筒の表に「採用試験申込」と朱書きし、必ず簡易書留郵便とします。 

※令和 4年 8月 5日（金）消印有効 



※ 様式については、比謝川行政事務組合及びニライ消防本部ホームページよりダウンロード可能です。 

(2) 申込先  

ニライ消防本部 総務課人事係  

〒904-0202 嘉手納町字屋良 1220番地 

(3) 受付期間 

令和 4年 8月 1日（月）から令和 4年 8月 5日（金）まで 

※午前 8時 30分から午後 5時 15分 

(4) その他 

① 受験の申込みは、一つの職種に限ります。 

② 令和 4年 8月 31日までに受験票が届かない場合は、直ちにご連絡下さい。 

③ 提出書類に疑義や確認が必要な場合には、採用試験担当者より電話で問い合わせを行います。 

その際の電話番号は、098-956-9914（ニライ消防本部 総務課）です。電話に出ることができ 

なかった場合には、折り返しの連絡をお願いします。 

 

8 新型コロナウイルス感染症拡大防止に関する受験時の注意事項 

(1) マスクの着用 

試験当日は、感染予防のため各自マスクを着用ください。 

(2) 健康状態の確認 

試験当日は、受付の際、別紙 2の「健康状態申告書」で健康状態を確認します。 

試験当日の朝に記入し、受付時に提出してください。 

(3) 体調不良の方 

試験当日、新型コロナウイルス感染症に罹患し治癒していない方、及び保健所から濃厚接触者と特

定され自宅待機を要請されている方は、他の受験者への感染のおそれがあるため、受験を控えてい

ただくようお願いいたします。 

なお、これを理由とした欠席者向けの再試験は予定しておりません。 

(4) 体調不良者への対応 

試験会場における体調不良者については、別室にて受験していただく場合があります。 

 

9 その他 

(1) 試験当日の受付時において健康状態の確認などで時間を要することとなります。受付時間には余裕

をもってお越しください。 

(2) 試験当日に台風が襲来し、暴風警報が発令され、午前 8 時現在で公的機関のバスが運行停止する

場合は、一次試験を 10月 16日（日）に延期します。二次試験及び三次試験については、別途、比謝

川行政事務組合及びニライ消防本部ホームページ等でお知らせします。 

様式 備考 

受験申込書（写真貼付） 

A4サイズ/両面印刷 

必要事項を記入し、写真を貼り付けること。 

・写真は、直近３カ月以内に撮影したものとします。 

・写真の裏面に氏名を記入してください。 

受験票 

通常はがき 

通常はがき（切手 63 円相当の額面が印刷されているもの。）に様式を

貼り付け又は印刷し、必要事項を記入すること。 



(3) 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、比謝川行政事務組合及びニライ消防本部ホームページ等でお知らせしますので、適宜、ご確

認ください。 

 

10 お問い合わせ先 

〒904-0202 嘉手納町字屋良 1220番地 

ニライ消防本部 総務課人事係 098-956-9914 

環境美化センター 098-982-8221 

 

 

 

 

 

【比謝川行政事務組合ホームページ】  

https://www.hijagawa.or.jp/ 

 

【ニライ消防本部ホームページ】 

https://hijagawa.or.jp/nirai/index.html 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


