
別　紙

　◆各採用試験は、インターネットによる申込みを原則とします。

官　報
公告日 第１次試験 第２次試験 第３次試験

3月22日 3月29日～ 4月28日 5月26日 6月25日

4月 8日 (筆記試験)

6月 6日～
6月14日

法務 7月 9日 9月10日～ 9月29日 10月10日～ 10月18日

9月17日 10月11日

3月22日 3月29日～ 4月28日 5月26日 6月25日

4月 8日 (筆記試験)

5月28日～
6月14日

(人物試験)

教養 7月 9日 8月 2日～ 9月29日 11月12日～ 12月 6日

8月26日 11月20日

2019年度国家公務員採用試験の施行計画

試　験　日申込受付
期　間

次に掲げる者
１　1989(平成元)年４月２日から1999(平成11)
  年４月１日までに生まれた者
２　1999(平成11)年４月２日以降に生まれた者
  で次に掲げるもの
　(1) 大学を卒業した者及び2020年３月までに
    大学を卒業する見込みの者
　(2) 人事院が(1)に掲げる者と同等の資格が
　　あると認める者

(政策課題討議試験、人物試験)

1989(平成元)年４月２日以降に生まれた者で次
に掲げるもの
１　法科大学院の課程を修了した者であって司
　法試験に合格したもの又は司法試験法及び裁
　判所法の一部を改正する法律(平成14年法律
　第138号)附則第10条の規定により同法附則第
　６条第２項に規定する新司法試験に合格した
　者とみなされた者
２　司法試験予備試験に合格した者であって司
　法試験に合格したもの

次に掲げる者
１　1989(平成元)年４月２日から1998(平成10)
  年４月１日までに生まれた者
２　1998(平成10)年４月２日以降に生まれた者
  で次に掲げるもの
　(1) 大学を卒業した者及び2020年３月までに
    大学を卒業する見込みの者
　(2) 人事院が(1)に掲げる者と同等の資格が
　　あると認める者

採 用 試 験 受験資格区分試験

行政、人間科学、工
学、数理科学・物
理・地球科学、化
学・生物・薬学、農
業科学・水産、
農業農村工学、森
林・自然環境

国家公務員採用
総合職試験
(院卒者試験)

1989(平成元)年４月２日以降に生まれた者で次
に掲げるもの
１　大学院の修士課程又は専門職大学院の課程
　を修了した者及び2020年３月までに大学院の
  修士課程又は専門職大学院の課程を修了する
  見込みの者
２　人事院が１に掲げる者と同等の資格がある
　と認める者

国家公務員採用
総合職試験
(大卒程度試験)

政治・国際、法律、
経済、人間科学、工
学、数理科学・物
理・地球科学、化
学・生物・薬学、農
業科学・水産、農業
農村工学、森林・自
然環境

最終合格者
発表日
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官　報
公告日 第１次試験 第２次試験 第３次試験

試　験　日申込受付
期　間

採 用 試 験 受験資格区分試験
最終合格者

発表日

3月22日 4月 5日～ 6月16日 7月17日～ 8月20日

4月17日 8月 2日

5月 7日 6月17日～ 9月 1日 10月 9日～ 11月12日

6月26日 10月18日

事務(社会人)、技術
(社会人)、農業(社
会人)、農業土木(社
会人)、林業(社会
人)

　　1979(昭和54)年４月２日以降に生まれた者
  （区分試験｢事務｣､｢技術｣､｢農業｣､｢農業土木｣
  及び｢林業｣の１に規定する期間が経過した者
  及び人事院が当該者に準ずると認める者に限
  る。）

3月22日 3月29日～ 6月 9日 7月16日～ 8月20日

4月10日 7月22日

次に掲げる者
１　1989(平成元)年４月２日から1998(平成10)
  年４月１日までに生まれた者
２　1998(平成10)年４月２日以降に生まれた者
  で次に掲げるもの
　(1) 大学を卒業した者及び2020年３月までに
    大学を卒業する見込みの者並びに人事院が
    これらの者と同等の資格があると認める者
　(2) 短期大学又は高等専門学校を卒業した者
　　及び2020年３月までに短期大学又は高等専
    門学校を卒業する見込みの者並びに人事院
    がこれらの者と同等の資格があると認める
    者

（注）　国家公務員採用一般職試験（高卒程度試験）の事務、技術、農業、農業土木及び林業の各区分試験については「国家公務員採用一般職試験（高卒者試験）」と、
      国家公務員採用一般職試験（高卒程度試験）の事務(社会人)､技術(社会人)､農業(社会人)､農業土木(社会人)及び林業(社会人)の各区分試験については「国家公務
      員採用一般職試験（社会人試験(係員級)）」と総称します。

次に掲げる者
１　1989(平成元)年４月２日から1998(平成10)
  年４月１日までに生まれた者
２　1998(平成10)年４月２日以降に生まれた者
  で次に掲げるもの
　(1) 大学を卒業した者及び2020年３月までに
    大学を卒業する見込みの者並びに人事院が
    これらの者と同等の資格があると認める者
　(2) 短期大学又は高等専門学校を卒業した者
　　及び2020年３月までに短期大学又は高等専
    門学校を卒業する見込みの者並びに人事院
    がこれらの者と同等の資格があると認める
    者

事務、技術、農業、
農業土木、林業

次に掲げる者
１　2019(平成31)年４月１日において高等学校
  又は中等教育学校を卒業した日の翌日から起
  算して２年を経過していない者及び2020年３
  月までに高等学校又は中等教育学校を卒業す
  る見込みの者
２　人事院が１に掲げる者に準ずると認める者

皇宮護衛官
採用試験
(大卒程度試験)

国家公務員採用
一般職試験
(高卒程度試験)
（注）

国家公務員採用
一般職試験
(大卒程度試験)

行政、電気・電子・
情報、機械、土木、
建築、物理、化学、
農学、農業農村工
学、林学
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官　報
公告日 第１次試験 第２次試験 第３次試験

試　験　日申込受付
期　間

採 用 試 験 受験資格区分試験
最終合格者

発表日

護衛官
6月12日 7月16日～ 9月22日 11月20日～ 12月19日

7月25日 11月26日

護衛官(社会人) 　　1979(昭和54)年４月２日以降に生まれた者
  （区分試験｢護衛官｣の１に規定する期間が経
  過した者及び人事院が当該者に準ずると認め
  る者に限る｡)

6月12日 7月16日～ 9月15日 10月17日～ 11月19日

7月25日 10月23日

刑務Ａ(社会人)
刑務Ｂ(社会人)

　　1979(昭和54)年４月２日以降に生まれた者
  （区分試験｢刑務Ａ｣､｢刑務Ｂ｣､｢刑務Ａ(武
  道)｣及び｢刑務Ｂ(武道)｣に規定する受験資格
  を有しなくなった者に限る｡区分試験｢刑務Ａ
  (社会人)｣については男子、「刑務Ｂ(社会
  人)｣については女子に限る。)

警備官
6月12日 7月16日～ 9月22日 10月23日～ 11月19日

7月25日 10月25日

警備官(社会人) 　　1979(昭和54)年４月２日以降に生まれた者
  （区分試験「警備官」の１に規定する期間が
  経過した者及び人事院が当該者に準ずると認
  める者に限る。）

皇宮護衛官
採用試験
(高卒程度試験)

次に掲げる者
１　2019(平成31)年４月１日において高等学校
　又は中等教育学校を卒業した日の翌日から起
  算して５年を経過していない者及び2020年３
  月までに高等学校又は中等教育学校を卒業す
  る見込みの者
２　人事院が１に掲げる者に準ずると認める者

刑務官採用試験

入国警備官
採用試験

刑務Ａ
刑務Ｂ
刑務Ａ(武道)
刑務Ｂ(武道)

次に掲げる者
１　2019(平成31)年４月１日において高等学校
  又は中等教育学校を卒業した日の翌日から起
  算して５年を経過していない者及び2020年３
  月までに高等学校又は中等教育学校を卒業す
  る見込みの者
２　人事院が１に掲げる者に準ずると認める者

　　1990(平成２)年４月２日から2002(平成14)
　年４月１日までに生まれた者（区分試験｢刑
  務Ａ｣及び｢刑務Ａ(武道)｣については男子､
  ｢刑務Ｂ｣及び｢刑務Ｂ(武道)｣については女子
  に限る。)
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官　報
公告日 第１次試験 第２次試験 第３次試験

試　験　日申込受付
期　間

採 用 試 験 受験資格区分試験
最終合格者

発表日

3月22日 3月29日～ 6月 9日 7月 9日～ 8月20日

4月10日 7月12日

次に掲げる者（区分試験「法務教官Ａ」につい
ては男子、「法務教官Ｂ」については女子に限
る。）
１　1989(平成元)年４月２日から1998(平成10)
　年４月１日までに生まれた者
２　1998(平成10)年４月２日以降に生まれた者
  で次に掲げるもの
　(1) 大学を卒業した者及び2020年３月までに
    大学を卒業する見込みの者並びに人事院が
    これらの者と同等の資格があると認める者
　(2) 短期大学又は高等専門学校を卒業した者
　　及び2020年３月までに短期大学又は高等専
    門学校を卒業する見込みの者並びに人事院
    がこれらの者と同等の資格があると認める
    者

法務教官Ａ
法務教官Ｂ

矯正心理専門職Ａ
矯正心理専門職Ｂ

次に掲げる者（区分試験「矯正心理専門職Ａ」
については男子、「矯正心理専門職Ｂ」につい
ては女子に限る。）
１　1989(平成元)年４月２日から1998(平成10)
  年４月１日までに生まれた者
２　1998(平成10)年４月２日以降に生まれた者
　で次に掲げるもの
　(1) 大学を卒業した者及び2020年３月までに
    大学を卒業する見込みの者
　(2) 人事院が(1)に掲げる者と同等の資格が
　　あると認める者

法務省専門職員
(人間科学)
採用試験

法務教官Ａ(社会人)
法務教官Ｂ(社会人)

　　1979(昭和54)年４月２日以降に生まれた者
　（区分試験「法務教官Ａ」及び「法務教官
  Ｂ」の１に規定する受験資格を有しなくなっ
  た者に限る。区分試験「法務教官Ａ(社会
  人)」については男子、「法務教官Ｂ(社会
  人)」については女子に限る。）
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官　報
公告日 第１次試験 第２次試験 第３次試験

試　験　日申込受付
期　間

採 用 試 験 受験資格区分試験
最終合格者

発表日

保護観察官
3月22日 3月29日～ 6月 9日 7月 9日～ 8月20日

4月10日 7月12日

3月22日 3月29日～ 6月 9日 7月10日～ 8月20日

4月10日 7月11日

　

3月22日 3月29日～ 6月 9日 7月11日～ 8月20日

4月10日 7月19日

次に掲げる者
１　1989(平成元)年４月２日から1998(平成10)
  年４月１日までに生まれた者
２　1998(平成10)年４月２日以降に生まれた者
  で次に掲げるもの
　(1) 大学を卒業した者及び2020年３月までに
    大学を卒業する見込みの者並びに人事院が
    これらの者と同等の資格があると認める者
　(2) 短期大学又は高等専門学校を卒業した者
　　及び2020年３月までに短期大学又は高等専
    門学校を卒業する見込みの者並びに人事院
    がこれらの者と同等の資格があると認める
    者

次に掲げる者
１　1989(平成元)年４月２日から1998(平成10)
  年４月１日までに生まれた者
２　1998(平成10)年４月２日以降に生まれた者
  で次に掲げるもの
　(1) 大学を卒業した者及び2020年３月までに
    大学を卒業する見込みの者並びに人事院が
    これらの者と同等の資格があると認める者
　(2) 短期大学又は高等専門学校を卒業した者
　　及び2020年３月までに短期大学又は高等専
    門学校を卒業する見込みの者並びに人事院
    がこれらの者と同等の資格があると認める
    者

国税専門官
採用試験

次に掲げる者
１　1989(平成元)年４月２日から1998(平成10)
  年４月１日までに生まれた者
２　1998(平成10)年４月２日以降に生まれた者
　で次に掲げるもの
　(1) 大学を卒業した者及び2020年３月までに
    大学を卒業する見込みの者
　(2) 人事院が(1)に掲げる者と同等の資格が
　　あると認める者

法務省専門職員
(人間科学)
採用試験

財務専門官
採用試験
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官　報
公告日 第１次試験 第２次試験 第３次試験

試　験　日申込受付
期　間

採 用 試 験 受験資格区分試験
最終合格者

発表日

5月 7日 6月17日～ 9月 1日 10月 9日～ 11月12日

6月26日 10月18日

3月22日 3月29日～ 6月 9日 7月17日～ 8月20日

4月10日 7月24日

労働基準監督Ａ
3月22日 3月29日～ 6月 9日 7月16日～ 8月20日

労働基準監督Ｂ 4月10日 7月18日

次に掲げる者
１  2019(平成31)年４月１日において高等学校
  又は中等教育学校を卒業した日の翌日から起
  算して３年を経過していない者及び2020年３
  月までに高等学校又は中等教育学校を卒業す
  る見込みの者
２　人事院が１に掲げる者に準ずると認める者

次に掲げる者
１　1989(平成元)年４月２日から1998(平成10)
  年４月１日までに生まれた者で次に掲げるも
  の
　(1) 大学において薬学、畜産学、水産学又は
　　農芸化学の課程を修めて卒業した者及び
    2020年３月までに当該課程を修めて大学を
　　卒業する見込みの者
　(2) 都道府県知事の登録を受けた食品衛生監
　　視員の養成施設（2015(平成27)年４月１日
　　前に厚生労働大臣の登録を受けた食品衛生
    監視員の養成施設を含む。２(2)において
    同じ｡) において所定の課程を修了した者
    及び2020年３月までに当該課程を修了する
    見込みの者
２　1998(平成10)年４月２日以降に生まれた者
　で次に掲げるもの
　(1) １(1)に掲げる者
　(2) 都道府県知事の登録を受けた食品衛生監
　　視員の養成施設において所定の課程を修了
　　した者又は2020年３月までに当該課程を修
    了する見込みの者であって、大学を卒業し
    たもの及び2020年３月までに大学を卒業す
    る見込みのもの
　(3) 人事院が(1)又は(2)に掲げる者と同等の
　　資格があると認める者

次に掲げる者
１　1989(平成元)年４月２日から1998(平成10)
  年４月１日までに生まれた者
２　1998(平成10)年４月２日以降に生まれた者
  で次に掲げるもの
　(1) 大学を卒業した者及び2020年３月までに
    大学を卒業する見込みの者
　(2) 人事院が(1)に掲げる者と同等の資格が
　　あると認める者

税務職員
採用試験

食品衛生監視員
採用試験

労働基準監督官
採用試験
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官　報
公告日 第１次試験 第２次試験 第３次試験

試　験　日申込受付
期　間

採 用 試 験 受験資格区分試験
最終合格者

発表日

3月22日 3月29日～ 6月 9日 7月10日 8月29日～ 10月 2日

4月10日 8月30日

航空情報科
6月12日 7月16日～ 9月22日 11月11日～ 12月17日

航空電子科 7月25日 11月14日

6月12日 8月22日～ 10月26日～ 12月13日 2020年

9月 2日 10月27日 1月16日

次に掲げる者
１　2019(平成31)年４月１日において高等学校
　又は中等教育学校を卒業した日の翌日から起
  算して３年を経過していない者及び2020年３
  月までに高等学校又は中等教育学校を卒業す
  る見込みの者
２　人事院が１に掲げる者と同等の資格がある
　と認める者

次に掲げる者
１　2019(平成31)年４月１日において高等学校
  又は中等教育学校を卒業した日の翌日から起
  算して２年を経過していない者及び2020年３
  月までに高等学校又は中等教育学校を卒業す
  る見込みの者
２　人事院が１に掲げる者と同等の資格がある
　と認める者

次に掲げる者
１　1989(平成元)年４月２日から1998(平成10)
  年４月１日までに生まれた者
２　1998(平成10)年４月２日以降に生まれた者
  で次に掲げるもの
　(1) 大学を卒業した者及び2020年３月までに
    大学を卒業する見込みの者並びに人事院が
    これらの者と同等の資格があると認める者
　(2) 短期大学又は高等専門学校を卒業した者
　　及び2020年３月までに短期大学又は高等専
    門学校を卒業する見込みの者並びに人事院
    がこれらの者と同等の資格があると認める
    者

航空管制官
採用試験

航空保安大学校
学生採用試験

気象大学校
学生採用試験
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官　報
公告日 第１次試験 第２次試験 第３次試験

試　験　日申込受付
期　間

採 用 試 験 受験資格区分試験
最終合格者

発表日

6月12日 8月22日～ 10月26日～ 12月13日 2020年

9月 2日 10月27日 1月16日

船舶運航システム課
程 6月12日 7月16日～ 9月22日 10月15日～ 11月19日

情報システム課程
7月25日 10月24日

管制課程

海洋科学課程

航空課程
11月30日～ 2020年

12月10日 1月16日

船舶運航システム課
程 3月22日 3月29日～ 5月12日 6月 5日～ 7月19日

4月 5日 6月19日

○　一般職試験（社会人試験（係員級））は、採用予定がある場合に実施します。

○　このほか､経験者採用試験(民間企業における実務の経験その他これに類する経験を有する者を係長以上の官職へ採用することを目的として実施する試験)については､採用
  予定がある場合に実施します｡

○　経験者採用試験を実施する場合には、７月上旬以降に詳細を公表する予定です。

海上保安学校
学生採用試験

海上保安大学校
学生採用試験

次に掲げる者
１　2019(平成31)年４月１日において高等学校
  又は中等教育学校を卒業した日の翌日から起
  算して２年を経過していない者及び2020年３
  月までに高等学校又は中等教育学校を卒業す
  る見込みの者
２　人事院が１に掲げる者と同等の資格がある
　と認める者

海上保安学校
学生採用試験
(特別)

次に掲げる者
１　2019(平成31)年４月１日において高等学校
  又は中等教育学校を卒業した日の翌日から起
  算して６年を経過していない者及び2019年９
  月までに高等学校又は中等教育学校を卒業す
  る見込みの者
２　人事院が１に掲げる者と同等の資格がある
　と認める者

次に掲げる者
１　2019(平成31)年４月１日において高等学校
  又は中等教育学校を卒業した日の翌日から起
  算して５年を経過していない者及び2020年３
  月までに高等学校又は中等教育学校を卒業す
  る見込みの者
２　人事院が１に掲げる者と同等の資格がある
　と認める者

－ 8 －


