
人事院公示第１２号

人事院は、人事院規則８―１８（採用試験）第３条第４項、第６条第１項及び

第２項第１号並びに第８条第３項の規定に基づき、平成２６年人事院公示第２２

号の一部改正に関し、次のとおり決定した。

平成２９年７月３日

人事院総裁 一 宮 なほみ

１ 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分を

これに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分

のように改め、改正後欄に掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定は、こ

れを加える。

改 正 後 改 正 前

１ 人事院規則８―１８（採用試験） １ 人事院規則８―１８（採用試験）

（以下「規則」という。）第３条第 （以下「規則」という。）第３条第

４項の人事院が定める名称は、次の ４項の人事院が定める名称は、次の

各号に掲げる経験者採用試験である 各号に掲げる経験者採用試験である

採用試験の種類（以下単に「種類」 採用試験の種類（以下単に「種類」

という。）に応じ、それぞれ当該各 という。）に応じ、それぞれ当該各

号に定める名称とする。 号に定める名称とする。

一～八 ［略］ 一～八 ［略］

九 内閣官房令第２条第９号に掲げ ［号を加える。］

る官職を対象とし、内閣官房令第

３条に規定する大卒程度の者に対

して行う採用試験 気象庁経験者

採用試験（係長級（技術））

２～７ ［略］ ２～７ ［略］



別表第２ 別表第２

種類ごと 区分試験 試験種目 種類ごと 区分試験 試験種目

の名称 の名称

［略］ ［略］ ［略］ ［略］ ［略］ ［略］

観光庁経 基礎能力試 観光庁経 基礎能力試

験者採用 験、経験論文 験者採用 験、経験論文

試験（係 試験、人物試 試験（係 試験、人物試

長級（事 験及び総合評 長級（事 験及び総合評

務）） 価面接試験 務）） 価面接試験

気象庁経 基礎能力試

験者採用 験、一般論文

試験（係 試験、経験論

長級（技 文試験、人物

術）） 試験及び総合

評価面接試験

別表第３ 別表第３

種類ごと 試験種目 出題分野 種類ごと 試験種目 出題分野

の名称 の名称

外務省経 外国語試 英語、フラ 外務省経 外国語試 英語、フラ



験者採用 験（記述 ンス語、ロシ 験者採用 験（記述 ンス語、ロシ

試験（書 式） ア語、スペイ 試験（書 式） ア語、スペイ

記官級） ン語、ポルト 記官級） ン語、ポルト

ガル語、アラ ガル語、アラ

ビア語、トル ビア語、イン

コ語、タイ語 ドネシア語、

、インドネシ 中国語及び朝

ア語、中国語 鮮語のうち、

及び朝鮮語の 受験者の選択

うち、受験者 する１か国語

の選択する１

か国語

外国語試 英語、フラ 外国語試 英語、フラ

験（面接 ンス語、ロシ 験（面接 ンス語、ロシ

） ア語、スペイ ） ア語、スペイ

ン語、ポルト ン語、ポルト

ガル語、アラ ガル語、アラ

ビア語、トル ビア語、イン

コ語、タイ語 ドネシア語、

、インドネシ 中国語及び朝

ア語、中国語 鮮語のうち、

及び朝鮮語の 受験者の選択

うち、受験者 する１か国語

の選択する１

か国語



別表第４ 別表第４

種類ごと 区分試験 受験資格 種類ごと 区分試験 受験資格

の名称 の名称

［略］ ［略］ ［略］ ［略］ ［略］ ［略］

国土交通 ［略］ ［略］ 国土交通 ［略］ ［略］

省経験者 省経験者

採用試験 地方整備 試験年度の 採用試験 地方整備 試験年度の

（係長級 局・北海 ４月１日にお （係長級 局・北海 ４月１日にお

（技術） 道開発局 いて、次の各 （技術） 道開発局 いて、次の各

） 号のいずれか ） 号のいずれか

に該当する日 に該当する日

（二以上ある （二以上ある

ときは、当該 ときは、当該

日のうち最も 日のうち最も

古い日）から 古い日）から

起算して１１ 起算して１１

年を経過した 年を経過した

者で、学校教 者で、学校教

育法に基づく 育法に基づく

短期大学、高 短期大学若し

等専門学校、 くは高等専門

高等学校の専 学校、大学等



攻科の課程（ 、大学院の課

同法第５８条 程等又は第一

の２の文部科 号、第四号、

学大臣の定め 第五号、第七

る基準を満た 号、第九号若

すものに限る しくは第十号

。）若しくは に規定する学

専修学校の専 校若しくは課

門課程（同法 程に在学して

第１３２条の 電気、機械、

文部科学大臣 土木、建築又

の定める基準 は農業農村工

を満たすもの 学に関する課

に限る。）、 程を修めて卒

大学等、大学 業又は修了し

院の課程等又 たもの

は第一号、第

四号、第五号

、第七号、第

九号若しくは

第十号に規定

する学校若し

くは課程に在

学して電気、

機械、土木、

建築又は農業



農村工学に関

する課程を修

めて卒業又は

修了したもの

一～十 ［ 一～十 ［

略］ 略］

観光庁経 試験年度の 観光庁経 試験年度の

験者採用 ４月１日にお 験者採用 ４月１日にお

試験（係 いて、大学等 試験（係 いて、大学等

長級（事 を卒業した日 長級（事 を卒業した日

務）） 又は大学院の 務）） 又は大学院の

課程等を修了 課程等を修了

した日のうち した日のうち

最も古い日か 最も古い日か

ら起算して７ ら起算して７

年を経過した 年を経過した

者 者

気象庁経 試験年度の

験者採用 ４月１日にお

試験（係 いて、大学等

長級（技 を卒業した日

術）） 又は大学院の

課程等を修了

した日のうち



最も古い日か

ら起算して８

年を経過した

者で、これら

の大学等又は

大学院の課程

等に在学して

電気、電子、

通信、情報工

学、物理、地

球科学又は化

学に関する課

程を修めて卒

業又は修了し

たもの

備考 表中の［ ］の記載は注記である。

２ この決定による改正は、平成２９年７月３日から効力を発生する。


