


防衛医科大学校看護学科学生（自衛官候補看護学生） 処遇と福利厚生

処遇



海洋国家である日本の国土防衛の最
前線で活躍し、平素から我が国の安
全保障に影響を及ぼす事態に適切に
対処するとともに、生命線である海
上交通の安全確保に努めています。

飛行部隊をはじめ、警戒管制部隊や
高射部隊により、日本の領域を侵犯
する航空機や弾道ミサイルなど、空
からの脅威を未然に防ぎます。



保健師・看護師である幹部自衛官を育成す
るコースです。保健師・看護師国家試験受験
を経て、幹部候補生学校を卒業後、幹部自
衛官（３尉）となります。（自衛官候補看護学生）

海上・航空自衛隊のパイロット・戦術航空士を
目指す幹部自衛官養成コース。高校卒業後、
最も早くパイロットとして活躍できます。

幹部自衛官を養成する学校。４年間の課程を
経て、陸・海・空の各幹部候補生学校（約１年）
を卒業後、幹部自衛官（３尉）となります。

Course 06

Course 05

Course 04

Course 03

Course 02

Course 01



保健師・看護師国家試験
合格者

（フライトコース）



平成28年8月1日（月）～9月8日（木）

応募資格など
応募資格

団体傷害保険
年次休暇（年間 24日）など

任期を満了した際には、2年間の勤務で約 55 万円、
3年間の勤務で約 92 万円、
2任期目で約 139～145 万円支給されます。

その後、希望に応じて継続任用も可能です。

特例退職手当

各種処遇など

俸　　給：任期制自衛官任官後の俸給は、月額 164,700 円（地域手当等
を除く。）加えて、年２回の期末・勤勉手当が支給されます。
（自衛官候補生として入隊後３か月は、月額 129,300 円の手当
が支給され、任期制自衛官任官時に一時金として、176,000 円
が支給されます。）
※平成 28年２月１日現在の自衛官候補生手当、俸給月額については、法
律の改正により改定される場合があります。

※俸給及び自衛官候補生手当については、法律の改正により改定されることがあります。

所要の教育を経て3か月後に2等陸・海・空士に任官されます。





各種処遇など

平成28年8月1日（月）～9月8日（木）
。

応募資格など
応募資格

３等陸・海・空曹昇任後、約４年で
幹部候補生部内選抜試験の受験資格
が得られ、これに合格すれば幹部に
昇任が可能

口述試験及び身体検査
筆記試験（国語・数学・英語）及び適性検査

164,700 円（平成 28 年２月現在）

※採用時の給与は採用予定者の学歴・職歴等により異なります。
※俸給の月額については、法律の改正によって改定されることがあります。

類

団体傷害保険

1次　平成28年9月16日（金）・9月17日（土）のうち指
定する1日

2次　平成28年10月6日（木）～10月12日（水）のうち
指定する1日





1次　平成28年9月22日（木・祝）
2次　平成28年10月15日（土）～20日（木）
3次　平成28年11月12日（土）～15日（木）

平成28年8月1日（月）～9月8日（木）
海上約70名（うち女子若干名）、航空約50名（男女の区分なし）

パイロット及び戦術航空士を養成することを目的とした制度です。

飛行訓練を経てパイロットや戦術航空士（※）の資格を取得。その後、部隊
で約2年間の訓練を積み重ね幹部に任官します。
※戦術航空士…（Tactical Coordinator）通称タコーと呼ばれ、航空機に搭
乗し、戦術飛行の中心的役割を果たします。

固定翼哨戒機（Ｐ-１・Ｐ-３Ｃ）

掃海・輸送ヘリコプター（MH-53E・
MCH-101）

応募資格など

P-1

（C-130H）

輸送機（C-130H・C-1）

戦闘機（F-15J ／ DJ・F-4EJ改



入隊後に履修する科目

Kazuaki Okuma

Shinnosuke Kodama

大熊 一彰

１等海尉

我々の活躍の舞台は全世界。
という自負。

各種処遇など

俸　　給：164,700円（平成 28年 2月現在）
賞　　与：年2回（6月、12月）
昇　　給：年1回
勤 務 地：全国の航空基地
勤務時間：8：15～17：00（地域差あり）
休 日 等：週休2日制、祝日、年末年始、
　　　　　夏期特別休暇、年次休暇
　　　　　（年間24日）など
保　　険：団体生命保険、生命共済、
　　　　　団体傷害保険、火災保険など

※採用時の給与は採用予定者の学歴・職歴等により異なります。
※俸給の月額については、法律の改正によって改定されること
があります。

私が、自衛隊の中でも海上自衛隊航空学生
を志した理由は、国内で発生した大規模災
害等における人命救助・捜索救難はもちろ
んのこと、ソマリア沖・アデン湾における
海賊対処や遠洋航海等、活躍の舞台が全
世界にある事です。私も入隊前は「ほんとう
に幹部搭乗員になれるのか？」「自衛隊は厳
しくないだろうか？」と不安な気持ちでいっ
ぱいでした。しかし、困ったときは、同期や先
輩が助けてくれました。やる気は必要です
が、心配は必要ありません。「大空に通じる
扉、海上自衛隊航空学生の門を開こう！」



平成29年1月21日（土）～27日（金）
1次／平成29年2月18日（土）
2次／平成29年3月10日（金）

平成28年9月5日（月）～30日（金）
1次／平成28年11月5日（土）・6日（日）
2次／平成28年12月6日（火）～10日（土）

平成28年9月5日（月）～9月8日（木）
1次／平成28年9月24日（土）
2次／平成28年10月29日（土）・30日（日）

平成28年9月5日（月）～8日（木）
平成28年9月24日（土）・25日（日）

応募資格など 各種処遇など

応募資格：18歳以上 21歳未満の者で、志操健全、身体強健なも
ののうち、次の各号のいずれかに該当する者
ア　高等学校又は中等教育学校卒業者（見込含）
イ　前号に掲げる者と同等以上の学力があると文部科学大臣

が認めた者
ウ　高等専門学校第３学年次修了者（見込含）（推薦採用試験を

除く）
エ　自衛官は23歳未満（推薦採用試験を除く）

学生手当：111,800 円（平成 28 年 2月現在）



Chihiro Ueda
上田　千紘

陸上自衛隊
第126地区警務隊
2等陸尉

海上自衛隊
第２航空隊
１等海尉

人間的に成長できた４年間
私は警務隊で訓練内容を始め、管理面を含
めた計画・調整を行っています。計画通り
管理運営することは大きなやり甲斐です。
防衛大学校は、共同生活で、下級生の心情
把握や対人関係を学びますが、この経験が
現在の仕事に活きていると実感します。ま
た、自己の内面への影響が大きく、家族・他
人への感謝の気持ちをより強く感じるよう
になったと思います。心配する方もいると
は思いますが、実は、防衛大学校や部隊で
の女性に対する配慮は年々向上していま
す。将来は、家族を大切にしながら仕事と両
立していたいと思います。

Kouichi Matsumoto
松本　光一

幹部自衛官に欠かせない
４年間の経験
防衛大学校は、一般の大学では経験できな
い全寮制の集団生活です。４学年が同じ部
屋で寝食を共にし、上級生は下級生を指導
していかなければなりません。現在私は、幹
部自衛官として計画の立案から各部との調
整、実施に至るまでの全てを指導監督する
立場に就いておりますが、同期や上下関係
の大切さを学んだこの時の経験が役立っ
ています。全寮制の集団生活に対して不安
はあると思いますが、多くの仲間と切磋琢
磨していくことで、自分自身を高めていくこ
とができます。これは他の大学では決して
できない経験だと思います。是非チャレン
ジしてみてください。

Nobuaki Tani
谷　宣明

仲間と共に切磋琢磨
する喜びがある
現在、私は第２輸送航空隊の飛行隊で整備
幹部として勤務しています。その際に航空
宇宙工学科で学んだ知識は、航空機の整備
状況を把握するために非常に役立ってい
ます。また、幹部自衛官の仕事は難しい面も
ありますが、その分達成感も大きくなりま
す。防衛大学校では、学生舎、校友会、勉学
の三本柱を軸として生活します。特に学生
舎での集団生活は、尊敬する先輩、かけが
えのない同期、後輩と助け合いながら切磋
琢磨し自分を高める貴重な機会になりま
す。ですから、卒業時には自分自身で、大き
な成長が実感できると思います。ぜひ挑戦
してみてください。

航空自衛隊
第２輸送航空隊
３等空尉



いきます。
いける

27 4,387

科目紹介

基本訓練



自衛隊中央病院
２等陸尉

応募資格：18歳以上 21歳未満の者で、志操健全、身体強健なもののうち、
　　　　　次の各号のいずれかに該当する者
　　　　　ア 高等学校又は中等教育学校卒業者（見込含）
　　　　　イ 前号に掲げる者と同等以上の学力があると文部科学大臣が
 認めた者
　　　　　ウ 高等専門学校第3学年次修了者（見込含）
募集人員：約85名
受付期間：平成28年9月5日（月）～30日（金）
試験日程：1次／平成28年10月29日（土）・30日（日）
　　　　　2次／平成28年12月14日（水）～16日（金）

Mai Tahara
田原　舞

ここでしか学べない
貴重な経験

防衛医科大学校では、授業・病院実習・訓練・部活と医学だけで
なく沢山のことが学べました。女性の人数は少ないですが、苦労
を感じることもなく、同期・先輩・後輩との強いつながりを築け
ました。また、海外派遣を通じ活躍するなど、他の大学では味わえ
ない経験が待っています。興味のある方はぜひ受験してみてくだ
さい。

応募資格など 各種処遇など
学生手当：111,800 円（平成 28 年 2月現在）



防衛医科大学校看護学科学生
（自衛官候補看護学生）

学年 1年 2年 3年 4年

教育課程

基礎分野

訓練課程

専門基礎分野
専門分野Ⅰ

・基礎看護学実習Ⅰ

防衛看護学概論 防衛看護学各論

2月

看護師・
保健師

国家試験

誇りを持てる保健師・看護師に
保健師・看護師である幹部自衛官を育成するコースです。
看護専門識者としての優れた教養・知識・技術を身につけるとともに、
豊かな人間性と倫理観を養い、専門的な看護の実践を通して、
防衛省・自衛隊の国内外における活動に貢献できる人材の育成を目指します。

保健師看護師国家試験
教官たちは全員合格に向け模擬試験を交えて丁寧に個別指導を行います。

専門分野Ⅰ・Ⅱ　　・領域別実習

統合分野
・在宅看護学実習
・公衆衛生看護学実習
・統合実習

・基礎看護学実習Ⅱ

基礎分野
専門基礎分野
専門分野  Ⅰ
専門分野  Ⅱ
統合分野
防衛看護学分野

人間の理解、社会の理解、自然の理解、外国語、体育、総合Ⅰ、総合Ⅱ
人体の構造と機能、疾病の成り立ちと回復の促進、健康支援と社会保障制度、健康現象の疾学と統計
基礎看護学
成人看護学、老人看護学、小児看護学、母性看護学、精神看護学
地域看護学、看護の統合と実践
防衛看護学
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自衛隊三沢病院（青森県三沢市）１
自衛隊岐阜病院（岐阜県各務原市）2
自衛隊那覇病院（沖縄県那覇市）3

航空自衛隊

陸上自衛隊
１自衛隊中央病院（東京都世田谷区）
2 自衛隊札幌病院（北海道札幌市）
3 自衛隊仙台病院（宮城県仙台市）
4 自衛隊富士病院（静岡県駿東郡）
5 自衛隊阪神病院（兵庫県川西市）
6 自衛隊福岡病院（福岡県春日市）
7 自衛隊熊本病院（熊本県熊本市）
8 自衛隊別府病院（大分県別府市）

自衛隊大湊病院（青森県むつ市）１
自衛隊横須賀病院（神奈川県横須賀市）2
自衛隊舞鶴病院（京都府舞鶴市）3
自衛隊呉病院（広島県呉市）4
自衛隊佐世保病院（長崎県佐世保市）5

海上自衛隊

応募資格など

応募資格：18歳以上 21歳未満の者で、志操健全、身体強健なもののうち、次の各号の
　　　　　いずれかに該当する者
　　　　　ア 高等学校又は中等教育学校卒業者（見込含）
　　　　　イ 前号に掲げる者と同等以上の学力があると文部科学大臣が認めた者
　　　　　ウ 高等専門学校第3学年次修了者（見込含）
募集人員：約75名
受付期間：平成28年9月5日（月）～30日（金）
試験日程：1次／平成28年10月15日（土）
　　　　　2次／平成28年11月26日（土）・27日（日）

学生の身分：特別職国家公務員
学 生 手 当：111,800 円（平成 28 年 2月現在）
賞　　　与：年 2回 （6月、12月）
卒　業　後：陸上・海上・航空自衛隊の幹部候補生学校及び自

衛隊病院等において所定の教育訓練及び新人看
護職員研修を受け、その後、陸、海、空自衛隊の
保健師・看護師である幹部自衛官として自衛隊病院、
部隊などで勤務することになります。（海空は若干名）

償　還　金：卒業後 6 年未満で離職する場合は、卒業までの経費
　を償還しなければなりません。
※詳細はhttp://www.mod.go.jp/gsdf/jieikanbosyu/をご参照ください
※防衛医科大学校HP　http://www.ndmc.ac.jp/

各種処遇など



P-3C/P-1哨戒機、US-1A/2救難飛
行艇、SH-60J/K艦載ヘリコプター
等の搭乗員として飛行任務を実施
します。

航空機の機体、エンジン及び計器
並びにこれらを維持するための器
材等の整備、修理、補給等に関す
る業務を行います。

艦艇及び陸上部隊において、隊員
に対する給食業務を実施します。

護衛艦、潜水艦で魚雷等の水中武
器、ソナー等の水中捜索機器を操
作し、潜水艦の捜索、攻撃及び器
材の整備を行います。

給養



各種化学器材をもって放射性物質
等で汚染された地域を偵察し、汚
染された人員・装備品等の除染を
行います。

情報資料の収集、処理及び情報の
配布、秘密保全等を業務とします。

浅海域における簡単な水中作業や
機雷・不発弾等の爆発物の捜索・
処分、深海域における潜水艦等の
乗員の救助に従事します。

航空自衛隊で使用する物品の需給
統制、在庫管理、取得出納、保管等
を行います。



【防衛医科大学校医学科学生コース】

※隊員の階級、所属、学年は取材時のものです。

防衛大学校は厳しいというイメージが強く、不安
がありました。しかし、逞しくなった顔つきや姿
勢、礼儀正しさなどは、団体生活の中でこそ得
られたのだと感じています。学んだことを活かし、
自分らしさを忘れない自衛官になってください。

医師となる夢を叶えるため、防衛医科大学校を
志望すると決断したのは高校３年の時でした。
災害派遣や海外支援等で活躍する自衛隊の
方 を々思い、心から応援する気持ちになりまし
た。入校後、寮生活をはじめ、今まで経験したこ
とのない団体生活に順応し、楽しんでいる姿
や、高校時代より精悍な顔立ちに変わりつつあ
る姿をたまの帰宅時に見るにつけ、人間的にも
成長し、たくましくなった息子を感じます。防衛医
科大学校での貴重な体験をしっかりと自分のも
のとし、将来は、受信される方の痛みのわかる
医官になってほしいと思います。

楠目 厚人
地球海洋学科４年

池田 　馨

わが子を成長させた
貴重な４年間

寮生活で培われた
心身のたくましさ



民間企業への就職や他公務員試験合格などのための再就職支援を
行っています。国の全面的なバックアップにより、希望者のほぼ
100％が再就職を実現。また、企業側からも積極的に採用したいとい
う声が寄せられています。

処遇

原則は週休２日制。年末年始休暇や夏季特別休暇などもしっかりと
取得できます。友人や家族と過ごしたり、体を休めたり、勉強をした
りと、休日の過ごし方は人それぞれ。休み明けの任務や訓練に向け
てリフレッシュしています。



防衛大学校学生・防衛医科大学校医学科学生
防衛医科大学校看護学科学生（自衛官候補看護学生）

航空学生、一般曹候補生
自衛官候補生（2士任用後）

学生手当：月額111,800円
初任給：月額164,700円

老齢厚生年金、退職等年金給付、若年定年退職者給付金、障害厚生年金、公務災害補償等

※俸給の月額については、法律の改正により改定されることがあります。

週休2日制、祝日、年末年始、夏季特別休暇、育児休業　など 週休2日制、祝日、年末年始、夏季特別休暇、育児休業　など

●ブライダルプランナー
●キャリアカウンセラー
●ネイリスト
●ホームヘルパー
●サービス介助士
● ITパスポート
●電気主任技術者
●宅地建設取引主任者
●日商簿記検定2級
●秘書検定3級

●危険物取扱者（乙種第 4類）



電話番号 所在地 電話番号 所在地

札幌 011（631）5472 札幌市中央区北４条西 15丁目 1 愛知 052（331）6266 名古屋市中川区松重町3-41

函館 0138（53）6241 函館市広野町 6-25 三重 059（225）0531 津市桜橋1丁目91

旭川 0166（51）6055 旭川市春光町国有無番地 滋賀 077（524）6446 大津市京町3-1-1　大津びわ湖合同庁舎5F

帯広 0155（27）0822 帯広市西14条南14丁目4 京都 075（803）0820 京都市中京区西ノ京笠殿町38　京都地方合同庁舎3F

青森 017（776）1594 青森市長島 1丁目 3-5　青森第 2合同庁舎 2F 大阪 06（6942）0544 大阪市中央区大手前4-1-67　大阪合同庁舎2号館3F

岩手 019（623）3236 盛岡市中央通 3丁目 4-11 兵庫 078（261）9779 神戸市中央区脇浜海岸通1-4-3　神戸防災合同庁舎4F

宮城 022（295）2612 仙台市宮城野区五輪 1丁目 3-15　仙台第 3合同庁舎 1F 奈良 0742（23）7001 奈良市高畑町552　奈良第2地方合同庁舎1F

秋田 018（823）5404 秋田市山王 4丁目 3-34 和歌山 073（422）5116 和歌山市築港1丁目14-6

山形 023（622）0712 山形市緑町 1-5-48　山形地方合同庁舎 1・2F 鳥取 0857（23）2251 鳥取市富安2-89-4　鳥取第1地方合同庁舎6F

福島 024（546）1920 福島市南町 86 島根 0852（21）0015 松江市向島町134-10　松江地方合同庁舎4F

茨城 029（231）3315 水戸市三の丸 3丁目 11-9 岡山 086（226）0361 岡山市北区下石井1-4-1　岡山第2合同庁舎2F

栃木 028（634）3385 宇都宮市桜 5丁目 1-13　宇都宮地方合同庁舎 2F 広島 082（221）2957 広島市中区上八丁堀6-30　　広島合同庁舎4号館6F

群馬 027（221）4471 前橋市南町 3丁目 64-12 山口 083（922）2325 山口市八幡馬場814

埼玉 048（831）6043 さいたま市浦和区常盤 4丁目 11-15　浦和地方合同庁舎 3F 徳島 088（623）2220 徳島市万代町3-5　徳島第2地方合同庁舎5F

千葉 043（251）7151 千葉市稲毛区轟町 1丁目 1-17 香川 087（831）0231 高松市塩上町3-11-5

東京 03（3260）0543 新宿区新宿 6丁目 27-30　新宿イーストサイドスクエア 5F 愛媛 089（941）8381 松山市三番町8-352-1

神奈川 045（662）9429 横浜市中区山下町 253-2 高知 088（822）6128 高知市栄田町2-2-10　高知よさこい咲都合同庁舎8F

新潟 025（285）0515 新潟市中央区美咲町 1丁目 1-1　新潟美咲合同庁舎 1号館 7F 福岡 092（584）1881 福岡市博多区竹丘町1丁目12番

山梨 055（253）1591 甲府市丸の内 1丁目 1番 18号　甲府合同庁舎 2F 佐賀 0952（24）2291 佐賀市与賀町2-18

長野 026（233）2108 長野市旭町 1108　長野第 2合同庁舎 1F 長崎 095（826）8844 長崎市出島町2-25　防衛省合同庁舎2F

静岡 054（261）3151 静岡市葵区柚木 366 大分 097（536）6271 大分市新川町2-1-36　大分合同庁舎5F

富山 076（441）3271 富山市牛島新町 6-24 熊本 096（297）2051 熊本市西区春日2丁目10-1　熊本地方合同庁舎Ｂ棟3F

石川 076（291）6250 金沢市新神田 4丁目 3-10　金沢新神田合同庁舎 3F 宮崎 0985（53）2643 宮崎市東大淀2-1-39　

福井 0776（23）1910 福井市春山 1丁目 1-54　福井春山合同庁舎 10F 鹿児島 099（253）8920 鹿児島市東郡元町4番1号　鹿児島第2地方合同庁舎1F

岐阜 058（232）3127 岐阜市長良福光 2675-3 沖縄 098（866）5457 那覇市前島3丁目24-3-1



詳しくは自衛官募集ホームページをご覧ください。

〈 自衛官募集ホームページ 〉

http://www.mod.go.jp/gsdf/jieikanbosyu/

スマートフォンサイト モバイルサイト

（平成28年2月）


