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【参照条文】

○学校教育法（昭和22年３月31日法律第26号 （抄））

第90条 大学に入学することのできる者は、高等学校若しくは中等教育学校を卒業した

者若しくは通常の課程による12年の学校教育を修了した者（通常の課程以外の課程に

よりこれに相当する学校教育を修了した者を含む ）又は文部科学大臣の定めるとこ。

ろにより、これと同等以上の学力があると認められた者とする。

２ （略）

第102条 大学院に入学することのできる者は、第83条の大学を卒業した者又は文部科

学大臣の定めるところにより、これと同等以上の学力があると認められた者とする。

ただし、研究科の教育研究上必要がある場合においては、当該研究科に係る入学資格

を、修士の学位若しくは第104条第1項に規定する文部科学大臣の定める学位を有する

者又は文部科学大臣の定めるところにより、これと同等以上の学力があると認められ

た者とすることができる。

２ （略）

○学校教育法施行規則（昭和22年文部省令第11号 （抄））

第150条 学校教育法第90条第１項の規定により、大学入学に関し、高等学校を卒業し

た者と同等以上の学力があると認められる者は、次の各号のいずれかに該当する者と

する。

一 外国において学校教育における12年の課程を修了した者又はこれに準ずる者で文

部科学大臣の指定したもの

二 文部科学大臣が高等学校の課程と同等の課程を有するものとして認定した在外教

育施設の当該課程を修了した者

三 専修学校の高等課程（修業年限が３年以上であることその他の文部科学大臣が定

める基準を満たすものに限る ）で文部科学大臣が別に指定するものを文部科学大。

臣が定める日以後に修了した者

四 文部科学大臣の指定した者

五 高等学校卒業程度認定試験規則による高等学校卒業程度認定試験に合格した者

（ （ 「 」 。） 。）旧規程による大学入学資格検定 以下 旧検定 という に合格した者を含む

六 学校教育法第90条第２項の規定により大学に入学した者であつて、当該者をその

後に入学させる大学において、大学における教育を受けるにふさわしい学力がある

と認めたもの

七 大学において、個別の入学資格審査により、高等学校を卒業した者と同等以上の

学力があると認めた者で、18歳に達したもの

第155条 学校教育法第91条第２項又は第102条第１項本文の規定により、大学（短期

大学を除く。以下この項において同じ ）の専攻科又は大学院への入学に関し大学を。

卒業した者と同等以上の学力があると認められる者は、次の各号のいずれかに該当

する者とする。ただし、第７号及び第８号については、大学院への入学に係るもの

に限る。

一 学校教育法第104条第４項の規定により学士の学位を授与された者
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二 外国において、学校教育における16年（医学を履修する博士課程、歯学を履修

する博士課程、薬学を履修する博士課程（当該課程に係る研究科の基礎となる学

部の修業年限が６年であるものに限る。以下同じ ）又は獣医学を履修する博士課。

程への入学については、18年）の課程を修了した者

三 外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することに

より当該外国の学校教育における16年（医学を履修する博士課程、歯学を履修す

る博士課程、薬学を履修する博士課程又は獣医学を履修する博士課程への入学に

ついては、18年）の課程を修了した者

四 我が国において、外国の大学の課程（その修了者が当該外国の学校教育におけ

る16年（医学を履修する博士課程、歯学を履修する博士課程、薬学を履修する博

士課程又は獣医学を履修する博士課程への入学については、18年）の課程を修了

したとされるものに限る ）を有するものとして当該外国の学校教育制度において。

位置付けられた教育施設であつて、文部科学大臣が別に指定するものの当該課程

を修了した者

四の二 外国の大学その他の外国の学校（その教育研究活動等の総合的な状況につ

いて、当該外国の政府又は関係機関の認証を受けた者による評価を受けたもの又

はこれに準ずるものとして文部科学大臣が別に指定するものに限る ）において、。

修業年限が三年（医学を履修する博士課程、歯学を履修する博士課程、薬学を履

修する博士課程又は獣医学を履修する博士課程への入学については、五年）以上

である課程を修了すること（当該外国の学校が行う通信教育における授業科目を

我が国において履修することにより当該課程を修了すること及び当該外国の学校

教育制度において位置付けられた教育施設であつて前号の指定を受けたものにお

いて課程を修了することを含む ）により、学士の学位に相当する学位を授与され。

た者

五 専修学校の専門課程（修業年限が４年以上であることその他の文部科学大臣が

定める基準を満たすものに限る ）で文部科学大臣が別に指定するものを文部科学。

大臣が定める日以後に修了した者

六 文部科学大臣の指定した者

七 学校教育法第102条第２項の規定により大学院に入学した者であつて、当該者を

その後に入学させる大学院において、大学院における教育を受けるにふさわしい

学力があると認めたもの

八 大学院において、個別の入学資格審査により、大学を卒業した者と同等以上の

学力があると認めた者で、22歳（医学を履修する博士課程、歯学を履修する博士

課程、薬学を履修する博士課程又は獣医学を履修する博士課程への入学について

は、24歳）に達したもの

２ （略）

○昭和56年文部省告示第153号（外国において学校教育における12年の課程を修了した

者に準ずる者を指定する件 （抄））

学校教育法施行規則（昭和22年文部省令第11号）第150条第1号の規定により、外国に
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おいて学校教育における12年の課程を修了した者に準ずる者を次のように指定する。

一 外国において、学校教育における12年の課程を修了した者と同等の学力があるか

どうかに関する認定試験であると認められる当該国の検定（国の検定に準ずる者を

含む。次号において同じ ）に合格した者で、18歳に達したもの。

二 外国において、高等学校に対応する学校の課程を修了した者（これと同等以上の

学力があるかどうかに関する認定試験であると認められる当該国の検定に合格した

者を含む ）で、文部科学大臣が別に定めるところにより指定した我が国の大学に。

入学するための準備教育を行う課程又は別表第一の上欄及び中欄に掲げる施設にお

ける研修並びに同表の下欄に掲げる施設における我が国の大学に入学するために必

要な教科に係る教育をもって編成される当該課程を修了し、かつ、18歳に達したも

の

三 外国において、高等学校に対応する学校の課程（その修了者が当該外国の学校教

育における11年以上の課程を修了したとされるものであることその他の文部科学大

臣が定める基準を満たすものに限る ）で文部科学大臣が別に指定するものを修了。

した者

四 我が国において、高等学校に対応する外国の学校の課程（その修了者が当該外国

の学校教育における12年の課程を修了したとされるものに限る ）と同等の課程を。

有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた別表第二に掲げ

る教育施設の当該課程を修了した者で、18歳に達したもの

五 我が国において、高等学校に対応する外国の学校の課程（その修了者が当該外国

の学校教育における12年の課程を修了したとされるものを除く ）と同等の課程を。

有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた別表第三に掲げ

る教育施設の当該課程を修了した者で、第2号の準備教育を行う課程を修了し、か

つ、18歳に達したもの

○昭和23年文部省告示第47号（大学入学に関し高等学校を卒業した者と同等以上の学力

があると認められる者を指定する件 （抄））

学校教育法施行規則第150条第4号の規定により、大学入学に関し、高等学校を卒業し

た者と同等以上の学力があると認められる者を、次のように指定する。

一～十九 （略）

二十 スイス民法典に基づく財団法人である国際バカロレア事務局が授与する国際バ

カロレア資格を有する者で18歳に達した者

二十一 ドイツ連邦共和国の各州において大学入学資格として認められているアビト

ゥア資格を有する者で18歳に達したもの

二十二 フランス共和国において大学入学資格として認められているバカロレア資格

を有する者で18歳に達したもの

二十三 グレート・ブリテン及び北部アイルランド連合王国において大学入学資格と

して認められているジェネラル・サーティフィケート・オブ・エデュケーション・

アドバンスト・レベル資格を有する者で、18歳に達したもの

二十四 アメリカ合衆国カリフォルニア州に主たる事務所が所在する団体であるウェ
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スタン・アソシエーション・オブ・スクールズ・アンド・カレッジズ、同国コロラ

ド州に主たる事務所が所在する団体であるアソシエーション・オブ・クリスチャン

・スクールズ・インターナショナル又はグレート・ブリテン及び北部アイルランド

連合王国ハンプシャー市に主たる事務所が所在する団体であるカウンセル・オブ・

インターナショナル・スクールズから教育活動等に係る認定を受けた教育施設に置

かれる12年の課程を修了した者で、18歳に達したもの

○人事院規則８－１８（採用試験 （抄））

（受験資格）

第８条 第３条第１項から第３項までに掲げる採用試験（第４条第１項に掲げる採用試

験にあっては、区分試験）の受験資格は、別表第三に定める。

２・３ （略）

採用試験の受験資格（第八条関係）別表第三

採用試験 区分試験 受験資格

の種類ご

との名称

（略） （略） （略）

国家公務 政治・国際 次に掲げる者

員採用総 法律 イ 試験年度の四月一日における年齢が二十一歳以

合職試験 経済 上三十歳未満の者

（大卒程 人間科学 ロ 試験年度の四月一日における年齢が二十一歳未

度試験） 工学 満の者で次に掲げるもの

数理科学・物理・ ⑴ 大学を卒業した者及び試験年度の三月までに

地球科学 大学を卒業する見込みの者

化学・生物・薬学 ⑵ 人事院が⑴に掲げる者と同等の資格があると

農業科学・水産 認める者

農業農村工学 ⑶ 教養の区分試験にあっては、⑴及び⑵に掲げ

森林・自然環境 るもののほか、試験年度の四月一日における年

教養 齢が二十歳の者

国家公務 全ての区分試験 次に掲げる者

員採用一 イ 試験年度の四月一日における年齢が二十一歳以

般職試験 上三十歳未満の者

（大卒程 ロ 試験年度の四月一日における年齢が二十一歳未

度試験） 満の者で次に掲げるもの

⑴ 大学を卒業した者及び試験年度の三月までに

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

⑵ 学校教育法に基づく短期大学（以下単に「短

期大学」という ）又は同法に基づく高等専門。

学校（以下単に「高等専門学校」という ）を。

卒業した者及び試験年度の三月までに短期大学

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
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国家公務 事務 一 次に掲げる者

員採用一 技術 イ 試験年度の四月一日において高等学校又は学校

般職試験 農業 教育法に基づく中等教育学校（以下単に「中等教

（高卒程 農業土木 育学校」という ）を卒業した日の翌日から起算。

度試験） 林業 して二年を経過していない者及び試験年度の三月

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

ロ 人事院がイに掲げる者に準ずると認める者

（略） （略）

皇宮護衛 次に掲げる者

官採用試 イ 試験年度の四月一日における年齢が二十一歳以

験（大卒 上三十歳未満の者

程 度 試 ロ 試験年度の四月一日における年齢が二十一歳未

験） 満の者で次に掲げるもの

⑴ 大学を卒業した者及び試験年度の三月までに

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

⑵ 短期大学又は高等専門学校を卒業した者及び

試験年度の三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

皇宮護衛 護衛官 一 次に掲げる者

官採用試 イ 試験年度の四月一日において高等学校又は中等

験（高卒 教育学校を卒業した日の翌日から起算して五年を

程 度 試 経過していない者及び試験年度の三月までに高等

験） 学校又は中等教育学校を卒業する見込みの者

ロ 人事院がイに掲げる者に準ずると認める者

（略） （略）

（略） （略） （略）

入国警備 警備官 一 次に掲げる者

官採用試 イ 試験年度の四月一日において高等学校又は中等

験 教育学校を卒業した日の翌日から起算して五年を

経過していない者及び試験年度の三月までに高等

学校又は中等教育学校を卒業する見込みの者

ロ 人事院がイに掲げる者に準ずると認める者

（略） （略）

法務省専 矯正心理専門職Ａ 一 次に掲げる者

門 職 員 イ 試験年度の四月一日における年齢が二十一歳以

（人間科 上三十歳未満の男子

学）採用 ロ 試験年度の四月一日における年齢が二十一歳未

試験 満の男子で次に掲げるもの

⑴ 大学を卒業した者及び試験年度の三月までに

大学を卒業する見込みの者

⑵ 人事院が⑴に掲げる者と同等の資格があると

認める者
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矯正心理専門職Ｂ 二 次に掲げる者

イ 試験年度の四月一日における年齢が二十一歳以

上三十歳未満の女子

ロ 試験年度の四月一日における年齢が二十一歳未

満の女子で次に掲げるもの

⑴ 大学を卒業した者及び試験年度の三月までに

大学を卒業する見込みの者

⑵ 人事院が⑴に掲げる者と同等の資格があると

認める者

法務教官Ａ 三 次に掲げる者

イ 試験年度の四月一日における年齢が二十一歳以

上三十歳未満の男子

ロ 試験年度の四月一日における年齢が二十一歳未

満の男子で次に掲げるもの

⑴ 大学を卒業した者及び試験年度の三月までに

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

⑵ 短期大学又は高等専門学校を卒業した者及び

試験年度の三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Ｂ 四 次に掲げる者

イ 試験年度の四月一日における年齢が二十一歳以

上三十歳未満の女子

ロ 試験年度の四月一日における年齢が二十一歳未

満の女子で次に掲げるもの

⑴ 大学を卒業した者及び試験年度の三月までに

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

⑵ 短期大学又は高等専門学校を卒業した者及び

試験年度の三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

（略） （略）

保護観察官 七 次に掲げる者

イ 試験年度の四月一日における年齢が二十一歳以

上三十歳未満の者

ロ 試験年度の四月一日における年齢が二十一歳未

満の者で次に掲げるもの

⑴ 大学を卒業した者及び試験年度の三月までに

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

⑵ 短期大学又は高等専門学校を卒業した者及び

試験年度の三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

外務省専 次に掲げる者
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門職員採 イ 試験年度の四月一日における年齢が二十一歳以

用試験 上三十歳未満の者

ロ 試験年度の四月一日における年齢が二十一歳未

満の者で次に掲げるもの

⑴ 大学を卒業した者及び試験年度の三月までに

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

⑵ 短期大学又は高等専門学校を卒業した者及び

試験年度の三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

財務専門 次に掲げる者

官採用試 イ 試験年度の四月一日における年齢が二十一歳以

験 上三十歳未満の者

ロ 試験年度の四月一日における年齢が二十一歳未

満の者で次に掲げるもの

⑴ 大学を卒業した者及び試験年度の三月までに

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

⑵ 短期大学又は高等専門学校を卒業した者及び

試験年度の三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 次に掲げる者

官採用試 イ 試験年度の四月一日における年齢が二十一歳以

験 上三十歳未満の者

ロ 試験年度の四月一日における年齢が二十一歳未

満の者で次に掲げるもの

⑴ 大学を卒業した者及び試験年度の三月までに

大学を卒業する見込みの者

⑵ 人事院が⑴に掲げる者と同等の資格があると

認める者

税務職員 次に掲げる者

採用試験 イ 試験年度の四月一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三年を

経過していない者及び試験年度の三月までに高等

学校又は中等教育学校を卒業する見込みの者

ロ 人事院がイに掲げる者に準ずると認める者

（略） （略）

労働基準 全ての区分試験 次に掲げる者

監督官採 イ 試験年度の四月一日における年齢が二十一歳以

用試験 上三十歳未満の者

ロ 試験年度の四月一日における年齢が二十一歳未

満の者で次に掲げるもの

⑴ 大学を卒業した者及び試験年度の三月までに

大学を卒業する見込みの者

⑵ 人事院が⑴に掲げる者と同等の資格があると

認める者
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航空管制 次に掲げる者

官採用試 イ 試験年度の四月一日における年齢が二十一歳以

験 上三十歳未満の者

ロ 試験年度の四月一日における年齢が二十一歳未

満の者で次に掲げるもの

⑴ 大学を卒業した者及び試験年度の三月までに

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

⑵ 短期大学又は高等専門学校を卒業した者及び

試験年度の三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

航空保安 全ての区分試験 次に掲げる者

大学校学 イ 試験年度の四月一日において高等学校又は中等

生採用試 教育学校を卒業した日の翌日から起算して三年を

験 経過していない者及び試験年度の三月までに高等

学校又は中等教育学校を卒業する見込みの者

ロ 人事院がイに掲げる者と同等の資格があると認

める者

気象大学 次に掲げる者

校学生採 イ 試験年度の四月一日において高等学校又は中等

用試験 教育学校を卒業した日の翌日から起算して二年を

経過していない者及び試験年度の三月までに高等

学校又は中等教育学校を卒業する見込みの者

ロ 人事院がイに掲げる者と同等の資格があると認

める者

海上保安 次に掲げる者

大学校学 イ 試験年度の四月一日において高等学校又は中等

生採用試 教育学校を卒業した日の翌日から起算して二年を

験 経過していない者及び試験年度の三月までに高等

学校又は中等教育学校を卒業する見込みの者

ロ 人事院がイに掲げる者と同等の資格があると認

める者

海上保安 全ての区分試験 次に掲げる者

学校学生 イ 試験年度の四月一日において高等学校又は中等

採用試験 教育学校を卒業した日の翌日から起算して五年

（採用試験が同一年度に二回行われる場合におけ

る初回の採用試験については、六年）を経過して

いない者及び試験年度の三月（採用試験が同一年

度に二回行われる場合における初回の採用試験に

ついては、九月）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

ロ 人事院がイに掲げる者と同等の資格があると認

める者
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３ 規則別表第３国家公務員採用総合職試験（大卒程度試験）の項ロ⑵に規定する「人

事院が⑴に掲げる者と同等の資格があると認める者」及び同表国家公務員採用一般職

試験（大卒程度試験）の項ロ⑴に規定する「人事院がこれらの者と同等の資格がある

と認める者」は、次に掲げる者とする。

一～三 （略）

四 学校教育法施行規則第１５５条第１項第２号から第４号までに規定する課程を修

了した者及び試験年度の３月までに当該課程を修了する見込みの者

五 （略）

５ 規則別表第３国家公務員採用一般職試験（高卒程度試験）の項第１号ロに規定する

「人事院がイに掲げる者に準ずると認める者」は、次に掲げる者とする。

一～三 （略）

四 昭和２３年文部省告示第４７号第２０号から第２２号までに規定する資格を有す

る者であって、試験年度の４月１日において、当該資格を取得した日の翌日から起

算して２年を経過していないもの

五 昭和２３年文部省告示第４７号第２３号に規定する教育施設及びこれに準ずるも

のに置かれる１２年の課程を修了した者であって、試験年度の４月１日において、

当該課程を修了した日の翌日から起算して２年を経過していないもの及び試験年度

の３月までに当該課程を修了する見込みの者

六 昭和５６年文部省告示第１５３号第１号に規定する検定に合格した者であって、

試験年度の４月１日において、当該検定に合格した日の翌日から起算して２年を経

過していないもの、同告示第２号から第４号までに規定する課程を修了した者であ

って、試験年度の４月１日において、当該課程を修了した日の翌日から起算して２

年を経過していないもの及び試験年度の３月までに当該課程を修了する見込みの者

７ 規則別表第３皇宮護衛官採用試験（大卒程度試験）の項ロ⑴に規定する「人事院

がこれらの者と同等の資格があると認める者」は、第３項に掲げる者とする。

９ 規則別表第３皇宮護衛官採用試験（高卒程度試験）の項第１号ロに規定する「人

事院がイに掲げる者に準ずると認める者」は、第５項に掲げる者とする。この場合

において、同項第１号及び第２号中「５年」とあるのは「８年」と、同号及び同項

第３号から第６号までの規定中「２年を」とあるのは「５年を」とする。

11 規則別表第３入国警備官採用試験の項第１号ロに規定する「人事院がイに掲げる

者に準ずると認める者」は、第５項に掲げる者とする。この場合において、同項第

１号及び第２号中「５年」とあるのは「８年」と、同号及び同項第３号から第６号

までの規定中「２年を」とあるのは「５年を」とする。

13 規則別表第３法務省専門職員（人間科学）採用試験の項第１号ロ⑵及び第２号ロ

⑵に規定する「人事院が⑴に掲げる者と同等の資格があると認める者」並びに同項

第３号ロ⑴に規定する「人事院がこれらの者と同等の資格があると認める者」は、

第３項に掲げる者とする。

15 規則別表第３法務省専門職員 人間科学 採用試験の項第４号ロ⑴に規定する 人（ ） 「

事院がこれらの者と同等の資格があると認める者」は、第３項に掲げる者とする。
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17 規則別表第３法務省専門職員 人間科学 採用試験の項第７号ロ⑴に規定する 人（ ） 「

事院がこれらの者と同等の資格があると認める者」は、第３項に掲げる者とする。

19 規則別表第３外務省専門職員採用試験の項ロ⑴に規定する「人事院がこれらの者

と同等の資格があると認める者」は、第３項に掲げる者とする。

21 規則別表第３財務専門官採用試験の項ロ⑴に規定する「人事院がこれらの者と同

等の資格があると認める者」は、第３項に掲げる者とする。

23 規則別表第３国税専門官採用試験の項ロ⑵に規定する「人事院が⑴に掲げる者と

同等の資格があると認める者」は、第３項に掲げる者とする。

24 規則別表第３税務職員採用試験の項ロに規定する「人事院がイに掲げる者に準ず

ると認める者」は、第５項に掲げる者とする。この場合において、同項第１号及び

第２号中「５年」とあるのは「６年」と、同号及び同項第３号から第６号までの規

定中「２年を」とあるのは「３年を」とする。

26 規則別表第３労働基準監督官採用試験の項ロ⑵に規定する「人事院が⑴に掲げる

者と同等の資格があると認める者」及び同表航空管制官採用試験の項ロ⑴に規定す

る「人事院がこれらの者と同等の資格があると認める者」は、第３項に掲げる者と

する。

28 規則別表第３航空保安大学校学生採用試験の項ロに規定する「人事院がイに掲げ

る者と同等の資格があると認める者」は、次に掲げる者とする。

一～七 （略）

八 昭和２３年文部省告示第４７号第２０号から第２２号までに規定する資格を有

する者であって、試験年度の４月１日において、当該資格を取得した日の翌日か

ら起算して３年を経過していないもの

九 昭和２３年文部省告示第４７号第２３号に規定する教育施設及びこれに準ずる

ものに置かれる１２年の課程を修了した者であって、試験年度の４月１日におい

て、当該課程を修了した日の翌日から起算して３年を経過していないもの又は試

験年度の３月までに当該課程を修了する見込みの者のうち、試験年度の４月１日

における年齢が１７歳以上のもの

、十 昭和５６年文部省告示第１５３号第１号に規定する検定に合格した者であって

試験年度の４月１日において、当該検定に合格した日の翌日から起算して３年を

経過していないもの、同告示第２号から第４号までに規定する課程を修了した者

であって、試験年度の４月１日において、当該課程を修了した日の翌日から起算

して３年を経過していないもの又は試験年度の３月までに当該課程を修了する見

込みの者のうち、試験年度の４月１日における年齢が１７歳以上のもの

29 規則別表第３気象大学校学生採用試験の項ロに規定する「人事院がイに掲げる者

と同等の資格があると認める者」は、前項に掲げる者とする。この場合において、

同項各号中「３年を」とあるのは 「２年を」とする。、

30 規則別表第３海上保安大学校学生採用試験の項ロに規定する「人事院がイに掲げ

る者と同等の資格があると認める者」は、第２８項に掲げる者とする。この場合に

おいて、同項各号中「３年を」とあるのは 「２年を」とする。、
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31 規則別表第３海上保安学校学生採用試験の項ロに規定する「人事院がイに掲げる

者と同等の資格があると認める者」は、次に掲げる者とする。

一～七 （略）

八 昭和２３年文部省告示第４７号第２０号から第２２号までに規定する資格を有

する者であって、試験年度の４月１日において、当該資格を取得した日の翌日か

ら起算して５年を経過していないもののうち、試験年度の４月１日における年齢

が１７歳以上のもの（採用試験が同一年度に２回行われる場合における初回の採

、 、 、用試験にあっては 当該資格を有する者であって 試験年度の４月１日において

当該資格を取得した日の翌日から起算して６年を経過していないもののうち、試

験年度の１０月１日における年齢が１８歳以上のもの）

九 昭和２３年文部省告示第４７号第２３号に規定する教育施設及びこれに準ずる

ものに置かれる１２年の課程を修了した者であって、試験年度の４月１日におい

て、当該課程を修了した日の翌日から起算して５年を経過していないもの又は試

験年度の３月までに当該課程を修了する見込みの者のうち、試験年度の４月１日

における年齢が１７歳以上のもの（採用試験が同一年度に２回行われる場合にお

ける初回の採用試験にあっては、当該課程を修了した者であって、試験年度の４

月１日において、当該課程を修了した日の翌日から起算して６年を経過していな

いもの又は試験年度の９月までに当該課程を修了する見込みの者のうち、試験年

度の１０月１日における年齢が１８歳以上のもの）

、十 昭和５６年文部省告示第１５３号第１号に規定する検定に合格した者であって

試験年度の４月１日において、当該検定に合格した日から起算して５年を経過し

ていないもの、同告示第２号から第４号までに規定する課程を修了した者であっ

て、試験年度の４月１日において、当該課程を修了した日の翌日から起算して５

年を経過していないもの又は試験年度の３月までに当該課程を修了する見込みの

者のうち、試験年度の４月１日における年齢が１７歳以上のもの（採用試験が同

一年度に２回行われる場合における初回の採用試験にあっては、当該検定に合格

した者であって、試験年度の４月１日において、当該検定に合格した日から起算

して６年を経過していないもの、当該課程を修了した者であって、試験年度の４

月１日において、当該課程を修了した日の翌日から起算して６年を経過していな

いもの又は試験年度の９月までに当該課程を修了する見込みの者のうち、試験年

度の１０月１日における年齢が１８歳以上のもの）


