平成30年度自衛隊採用試験予定表（福岡県版）
試験会場

受付期間

種 目

一般幹部候補生
（一 般・技 術）
一般幹部候補生
（飛行要員）

試験日

試験会場（予定）
北
九

福

岡

筑

5月12日（土）

福岡工業大学（筆）
（院卒者試験受験者：自衛隊福岡地方協力本部 5Ｆ（筆））

1次

5月13日（日）

陸上自衛隊福岡駐屯地（筆）

2次

6月12日（火）
～15日（金）

陸上自衛隊健軍駐屯地（小論文・口・身）

海飛
行要
員

7月9日（月）
～7月13日（金）

別途、各人に通知します。（航空身体検査）

空飛
行要
員

7月14日（土）
～8月2日(木)

別途、各人に通知します。（適性検査等）

1次
30年3月１日（木）
～5月１日（火）

一般幹部候補生
3次

第1回 医科歯科幹部

30年2月１日（木）
～4月20日（金）

5月11日（金）

別途、各人に通知します。（筆・口・身）

第2回 医科歯科幹部

30年10月1日（月）
～10月31日（水）

11月22日（木）

別途、各人に通知します。（筆・口・身）

6月25日（月）

【海・空】別途、各人に通知します。（筆・口・身）

6月22日（金）

【海・空】別途、各人に通知します。（筆・口・身）

技術海・空幹部

後

30年4月20日（金）
～5月25日（金）

技 術 海 曹
技 術 空 曹
1次

30年7月1日（日）
～9月7日（金）

9月17日（月）

陸上自衛隊福岡駐屯地
（筆）

陸上自衛隊小倉駐屯地
（筆）

10月15日(月）
～21日(日）

別途、各人に通知します。（航空身体検査・口・適性）

海

11月22日(木)
～12月19日（水）

別途、各人に通知します。（航空身体検査）

空

11月17日（土）
～12月20日（木）

別途、各人に通知します。（適性検査等）

2次

航空学生
3次

1次

30年3月１日（木）
～5月1日（火）

北九州市立大学（筆）

純真学園大学（筆）

6月28日（木）

陸上自衛隊小倉駐屯地
（口・身）

陸上自衛隊福岡駐屯地
（口・身）

6月29日（金）
(女子のみ）

陸上自衛隊小倉駐屯地
（口・身）

6月30日（土）

陸上自衛隊小倉駐屯地
（口・身）

陸上自衛隊福岡駐屯地
（口・身）

陸上自衛隊前川原駐屯地
（幹部候補生学校）（口）
陸上自衛隊久留米駐屯地（身）

9月22日（土）
午前中

北九州市立大学（筆）
飯塚開発センター

福岡大学（筆）

陸上自衛隊前川原駐屯地
（幹部候補生学校）（筆）

10月12日（金）

陸上自衛隊飯塚駐屯地（口・身）

第1回 一般曹候補生
2次

1次

30年7月1日（日）
～9月7日（金）

陸上自衛隊福岡駐屯地
（口・身）

陸上自衛隊前川原駐屯地
（幹部候補生学校）（筆・口）
陸上自衛隊久留米駐屯地（身）

10月13日（土）

第2回 一般曹候補生
2次

陸上自衛隊福岡駐屯地（口・身）

10月14日（日）
陸上自衛隊小倉駐屯地（口・身）

第1回 自衛官候補生（任期制自衛官）

30年3月１日（木）
～5月18日（金 ）

第3回 自衛官候補生（任期制自衛官）

第4回 自衛官候補生（任期制自衛官）
（筆 記）

陸上自衛隊久留米駐屯地（口・身）

10月16日（火）
(女子のみ）

陸上自衛隊福岡駐屯地
（口・身）
北九州市立大学（筆）

5月27日（日）

陸上自衛隊小倉駐屯地（口・身）

陸上自衛官前川原駐屯地（幹部候補生学校）（筆・口）
陸上自衛隊久留米駐屯地（身）

5月28日（月）

陸上自衛隊小倉駐屯地
（口・身）

陸上自衛隊福岡駐屯地（口・身）

5月29日（火）

陸上自衛隊小倉駐屯地
（口・身）

陸上自衛隊福岡駐屯地
（口・身）

7月7日（土）予定

陸上自衛隊小倉駐屯地
（筆・口・身）

陸上自衛隊福岡駐屯地
（筆・口・身）

7月8日（日）予定

陸上自衛隊小倉駐屯地
（筆・口・身）

8月4日（土）

陸上自衛隊小倉駐屯地
（筆・口・身）

陸上自衛隊福岡駐屯地
（筆・口・身）

陸上自衛隊前川原駐屯地
（幹部候補生学校）（筆・口）
陸上自衛隊久留米駐屯地（身）

8月5日（日）

陸上自衛隊小倉駐屯地
（筆・口・身）

陸上自衛隊福岡駐屯地
（筆・口・身）

陸上自衛隊前川原駐屯地
（幹部候補生学校）（筆・口）
陸上自衛隊久留米駐屯地（身）

9月22日（土）
午後～

北九州市立大学（筆）
飯塚開発センター

福岡大学（筆）

陸上自衛隊前川原駐屯地
（幹部候補生学校）（筆）

30年6月23日（土）
～7月24日（火）

陸上自衛隊前川原駐屯地
（幹部候補生学校）（口）
陸上自衛隊久留米駐屯地（身）

陸上自衛隊福岡駐屯地
（筆・口・身）

9月23日（日）

陸上自衛隊前川原駐屯地
（幹部候補生学校）（口・身）

9月24日（月）

陸上自衛隊前川原駐屯地
（幹部候補生学校）（口・身）

9月25日（火）
（女子のみ）

第4回 自衛官候補生（任期制自衛官）
(口述・身体検査）

純真学園大学（筆）

陸上自衛隊前川原駐屯地
（幹部候補生学校）（筆）

5月26日（土）

30年5月19日（土 ）
～6月22日（金）

30年7月1日（日）
～9月10日（月）

陸上自衛隊前川原駐屯地
（幹部候補生学校）（筆・口）
陸上自衛隊久留米駐屯地（身）

10月15日（月）

（女子含む）

第2回 自衛官候補生（任期制自衛官）

陸上自衛隊前川原駐屯地
(幹部候補生学校）（筆）

5月26日（土）

陸上自衛隊小倉駐屯地（口・身）

陸上自衛隊福岡駐屯地（口・身）

9月26日（水）

陸上自衛隊久留米駐屯地（口・身）

9月27日（木）

9月28日（金）

陸上自衛隊飯塚駐屯地（口・身）

9月29日（土）

陸上自衛隊小倉駐屯地
（口・身）

陸上自衛隊前川原駐屯地
（幹部候補生学校）（口）
陸上自衛隊久留米駐屯地（身）

平成30年度自衛隊採用試験予定表（福岡県版）
試験会場
種 目

受付期間

11月24日（土）

第5回 自衛官候補生（任期制自衛官）

試験会場（予定）

試験日

30年9月8日(土)
～11月13日（火）

北
九

福

陸上自衛隊小倉駐屯地
（筆・口・身）

岡

陸上自衛隊前川原駐屯地
（幹部候補生学校）（筆・口）
陸上自衛隊久留米駐屯地（身）

陸上自衛隊福岡駐屯地
（筆・口・身）

陸上自衛隊前川原駐屯地
（幹部候補生学校）又は
陸上自衛隊久留米駐屯地
（筆・口・身）

31年1月20日（日）
30年11月14日(水 )
～31年1月11日（金）

陸上自衛隊小倉駐屯地
（筆・口・身）
31年1月21日（月）

陸上自衛隊福岡駐屯地
（筆・口・身）

第7回 自衛官候補生（任期制自衛官）

31年1月12日(土 )
31年2月23日（土）
～31年2月15日（金）

第8回 自衛官候補生（任期制自衛官）

31年2月16日(土 )
～31年2月26日（火）

31年3月3日（日）

陸上自衛隊福岡駐屯地
（筆・口・身）

30年9月5日（水）
～9月7日（金）

9月22日（土）

陸上自衛隊健軍駐屯地（筆）

10月27日（土）
・28日（日）

防衛大学校（口・身・体力）

30年9月5日（水）
～9月7日（金）

9月22日（土）
23日（日）

防衛大学校（筆・口・身）

30年9月5日（水）
～9月28日（金）

11月3日（土）
・4日（日）

防衛大学校
（総合選抜）

1次

2次

防衛大学校
（推 薦）
1次

防衛大学校学生
（一 般）

12月11日（火）
・15日（土）

2次

1次

30年9月5日（水）
～9月28日（金）

防衛医科大学校医学科学生

1次

陸上自衛隊高等工科学校生
徒
（一 般）

30年9月5日（水）
～9月28日（金）

1次

北九州予備校（小倉駅）（筆）

防衛医科大学校（口・身）

北九州予備校（小倉駅）（筆）

陸上自衛隊前川原駐屯地
(幹部候補生学校）（筆）

陸上自衛隊高等工科学校

30年11月1日（木）
～31年1月7日（月）

31年1月19日（土）

陸上自衛隊小倉駐屯地
（筆）

31年2月2日（土）

陸上自衛隊小倉駐屯地
（口・身）

陸上自衛隊福岡駐屯地
（口・身）

4月14日（土）
（女子のみ）

陸上自衛隊小倉駐屯地
（筆・口・身）

陸上自衛隊福岡駐屯地（筆・口・身）

4月15日（日）

陸上自衛隊小倉駐屯地
（筆・口・身）

陸上自衛隊福岡駐屯地（筆・口・身）
※技能は陸上自衛隊健軍駐屯地

4月16日（月）

陸上自衛隊小倉駐屯地
（筆・口・身）

陸上自衛隊前川原駐屯地（幹部候補生学校）（筆・口）
陸上自衛隊久留米駐屯地（身）

30年1月9日（火）
～4月6日（金）

第2回 予備自衛官補
（一 般・技 術）

30年7月1日（日）
～9月14日（金）

貸費学生

30年11月1日（木）
～31年1月7日（月）

9月30日（日）
(男子のみ）
10月1日（月）
（女子のみ）

陸上自衛隊小倉駐屯地
（筆・口・身）

31年1月26日（土）

自衛官候補生（任期制自衛官）採用試験＃5～＃8及び第2回予備自衛官補採用試験については、採用予定数
に達していた場合、実施しない場合があります。
の日程及び会場は、変更になる場合があります。受験される際は、「福岡地本 募集課」へご確認ください。

注３

応募資格等の詳細については、ＨＰの「平成30年度自衛官等募集案内」を参照されるか、下記へお問い合わせください。

注４

男女雇用機会均等法第32条により、性別を理由とする差別の禁止については適用されません。

■福岡地方協力本部 募集課

陸上自衛隊福岡駐屯地（筆）

31年1月5日（土）
～7日（月）

※（筆）筆記試験、（口）口述試験、（身）身体検査

注２

陸上自衛隊前川原駐屯地
(幹部候補生学校）（筆）

30年11月1日（木）
～11月30日（金）

第1回 予備自衛官補
（一 般・技 能）

注１

陸上自衛隊福岡駐屯地（筆）

別途、各人に通知します。（口・身）

2次

第１回 予備自衛官補
（一 般）

10月20日（土）

陸上自衛隊前川原駐屯地
(幹部候補生学校）
久留米大学（医学部）（筆）

12月1日（土）
・2日（日）

2次

陸上自衛隊高等工科学校生徒
（推 薦）

10月27日（土）
・28日（日）

九州大学（伊都キャンパス）
近畿大学（福岡キャンパス）

陸上自衛隊福岡駐屯地・陸上自衛隊春日駐屯地（福岡病院）

30年12月12日
（水）
～14日（金）

2次

防衛医科大学校看護学科学
生
（自衛
官候補看護学生）

陸上自衛隊小倉駐屯地
（筆・口・身）

北九州予備校（小倉駅）（筆）

後

陸上自衛隊福岡駐屯地
（筆・口・身）

11月25日（日）

第6回 自衛官候補生（任期制自衛官）

筑

陸上自衛隊福岡駐屯地
（筆）

陸上自衛隊福岡駐屯地
（筆・口・身）

陸上自衛隊前川原駐屯地
（幹部候補生学校）又は
陸上自衛隊久留米駐屯地（筆）

陸上自衛隊前川原駐屯地
（幹部候補生学校）（筆・口）
陸上自衛隊久留米駐屯地（・身）

陸上自衛隊福岡駐屯地
（筆・口・身）
陸上自衛隊福岡駐屯地（筆・口・身）

詳細については、下記の最寄
りの地域事務所又は福岡地方
協力本部募集課へお問い合わ
せください。

△福岡地本キャラクター
「宣伝部鳥：Ｊ・Ｆ・ピコット」

092-584-1881・1882・1883

＜各事務所＞
・北九州出張所 093-963-7728
・春日分駐所 092-591-7450☆
・久留米地域事務所 0942-23-7055

・芦屋地域事務所 093-223-0981☆
・福岡地域事務所（博多）092-414-5100
・八女地域事務所 0943-24-5192

・築城地域事務所 093-056-1150☆
・福岡募集案内所（和白）092-607-4826
・柳川地域事務所 0944-72-7794
※「☆」は交換呼び出しで、駐屯地又は基地の交換手が対応致しますので、「相手先」を告げてください。ご連絡お待ちしております。
又はこちらまで→メールアドレス place1-fukuoka@pco.mod.go.jp お問い合わせくださ
い
。

・飯塚地域事務所 0948-22-4847
・福岡西募集案内所（姪浜）092-891-7941
・大牟田地域事務所 0944-52-3810

