
　相馬原駐屯地（榛東村）

　９月　８日

　修学年限４年

　２９年１月７～９日

　資格欄の年齢の起算日は、募集種目により異なっています。高卒には、中等教育学校卒業も含みます。試験の実施等は、変更される場合があります。

詳しくは、下記までお問い合わせ下さい。また、この他にも各種試験があります。興味のある方は、ご連絡下さい。

　試験の実施につきましては状況により変更及び中止になる場合もあります。必ず問い合わせてください。

◆　募集コールセンター（受付時間12:00～20:00）フリーダイヤル0120-063792  ＨＰアドレス http://www.mod.go.jp/pco/gunma/

　高等学校の普通科と同等　１１月１日～　男子で中卒（見込含）１７歳未
　満の、成績優秀かつ生徒会活動
　等に顕著な実績を修め、学校長
　が推薦できる者

　卒業後約１年で

　３等陸・海・空尉

　有する者（資格により５３歳

　用した場合は、第２回を

　す。

　４月１７日
　１月８日～
　４月８日

　新町駐屯地（高崎市）

　７月　１日～
　９月１６日

　１０月１日 　新町駐屯地（高崎市）

　５月２０日

　未満～５５歳未満の者）

　２次　（自衛官は、２３歳未満）

　１次　　　１１月１１日

　修学年限６年
　１次　　　１１月３０日 　医師免許取得後

　最終２９年　３月１７日

　最終２９年　１月２０日

　１２月６～１０日

　

　３等陸・海・空尉

　１次２９年　３月　３日

　（自衛官は、２３歳未満） 　９月８日

　　　　定されます。

　１次　

　勢多会館(前橋市)

　２次　

　未満～５５歳未満の者）

　１２月２日 　いずれか１日を指定されます。　高等工科学校（横須賀市）

　９月　５日～ 　１０月１５日 　勢多会館（前橋市）

　高卒（見込含）２１歳未満の者
　９月　５日～ 　１０月２９日・１０月３０日 　勢多会館３F（前橋市）

　高卒（見込含）２１歳未満の者 　１月２１日～ 　２９年２月１８日 　勢多会館（前橋市）

　２次

　２９年２月　４日 　新町駐屯地（高崎市）

　することができます。

一般

　１次 　１次

　２９年２月１７日 　し、生徒課程修了時に高

　未満の者 　２９年１月６日 　２次 　２次　

　等学校の卒業資格を取得

第２回
予　備

自衛官補

（一般） 　１８歳以上３４歳未満の者

　予備自衛官として任用

　教育訓練招集手当

　有する者（資格により５３歳

　日額７，９００円

（技能）

第１回
予　備

自衛官補

（一般） 　１８歳以上３４歳未満の者

　１８歳以上で国家免許資格等を

（技能）
　１８歳以上で国家免許資格等を 　１１月１１日

　階級は指定しない

　第１回で採用予定数を採

　所定の教育訓練修了後、

　実施しない場合がありま

　最終 　る通信制高等学校に入学

　男子で中卒（見込含）１７歳 　１１月１日～ 　２９年１月２１日 　勢多会館（前橋市） 　２９年１月２７日 　なります。また、提携す

　１次 　各種訓練を受けることに

高等工科学校
生徒

推薦

　修学年限３年

（自衛官候補看護学生） 　１１月２６・２７日 　朝霞駐屯地（練馬区）

　専門教育、防衛基礎学や　

　術的な識能を有する陸曹

　として必要な各種技術の

　２９年１月１８日 　の教育を受け、併せて技

看護学科学生 　９月３０日 　２次 　２次 　最終２９年　２月　３日

防衛医科大学校
　１次 　１次

　高卒（見込含）２１歳未満の者

医学科学生
　９月３０日 　２次 　２次 　最終２９年　２月１５日 　２等陸・海・空尉

　１２月１４～１６日 　朝霞駐屯地（練馬区）

防衛医科大学校
　１次 　１次

　２９年３月１０日 　防衛大学校（横須賀市）

　（自衛官は、２３歳未満） 　１月２７日 　２次
一般（後期）

　２９年 　１次 　１次

　　　　１０月３０日

　勢多会館（前橋市） 　１次　　　１１月２５日

一般（前期）

　１次 　１次

　９月３０日 　２次

　朝霞駐屯地（練馬区）予定

　高卒（見込含）２１歳未満の者 　９月　５日～ 　１１月５・６日

自衛官
候補生

男子 　１８歳以上２７歳未満の者

　９月５日～ 　９月２４日
　防衛大学校（横須賀市） 　　　　　　１０月２８日

　顕著な実績を修め、学校長が 　９月８日 　９月２５日

　推薦できる者

防衛大学校
学　生

推薦

　高卒（見込含）２１歳未満の、

　成績優秀かつ生徒会活動等に

総合選抜

　１次　　９月２４日

　最終　　　１１月２５日 　修学年限４年

　卒業後約１年で

　高卒（見込含）２１歳未満の者 　９月５日～ 　２次　１０月２９日
　防衛大学校（横須賀市）

　１次　　　１０月１４日

　１任期として任用（以降

　９月８日 　９月２６日 　相馬原駐屯地（榛東村） 　　　　　　１１月　４日 　２年を１任期）女子 　１８歳以上２７歳未満の者

　７月１日～ 　９月２５日

　いずれか１日を指定されます。

　９月８日までと 　以降に指定されます。 　陸上（技術系）・海上

　なります。 　・航空は２年９か月を

　いずれかを指定されます。 　陸上（技術系を除く。）

　７月１日～ 　＊新規学卒者は、９月１６日 　は１年９か月、

　受付は

　合格発表は、試験日に 　３か月後に２等陸・

　４月入隊に関する 　いずれか１日を指定されます。　新町駐屯地（高崎市） 　お知らせします。 　海・空士に任用

　行っていますが、 　　９月３日～ 　所要の教育を経て、

　年間を通じて

　平成２９年３月・ 　１０月２３日の間で 　相馬原駐屯地（榛東村）

　１０月９日

　いずれか１日を指定されます。

　降選考により３等陸・海

　 　・空曹

　２次試験

　９月１７日 　新町駐屯地（高崎市） 　入隊後２年９ヶ月経過以

　１次試験 　勢多会館（前橋市） 　１次　　　９月３０日

一般曹候補生 　１８歳以上２７歳未満の者

　 　太田市浜町勤労会館（太田市）

　９月１６日

　７月　１日～ 　いずれか１日を指定されます。  沼田中央公民館（沼田市）

　１０月８日
　相馬原駐屯地（榛東村）

　最終　　　１１月１１日

　高卒（見込含）２１歳未満の者
　７月　１日～ 　２次１０月１５日～２０日 　勢多会館（前橋市） 　２次（海）１１月　９日 　入隊後約６年で３等海・

　９月　８日 　３次１１月１２日 　２次・３次　１次試験合格

　２等陸・海・空尉

航　 空　 学　 生

　１次　９月２２日 　１次 　１次　　　１０月　７日

歯 科
・

薬 剤 　朝霞駐屯地（練馬区）

幹部候補生

一 般
併願可能

      （空）１１月　４日 　空尉

　　　　　　～１２月１５日 　後に指定されます。 　最終２９年　１月２３日

　歯科：入隊後約６週間で

　１次　　　　６月　３日 　２等陸・海・空尉

　最終　　　　８月　５日 　薬剤科：入隊後約１年で

　１次　５月１４日

　２次　６月１４～１７日

　　　　　　～８月　４日 　※　変更する可能性があ

　　　ります。

　３次（海）　７月１１日 　（１５日は飛行要員のみ） 　最終　　　　 　２等陸・海・空尉

院

卒

者

試

験

　　　　　　～７月１５日 　２次　１次試験合格後に指

大

卒

程

度

試

験 　の者）

　（陸・海）　８月　５日

  修士課程修了者等(見込含)で 　３月　１日～ 　　　（空）　７月１６日 　（空※）　　９月　２日

　２０歳以上２８歳未満の者 　５月　６日

　２２歳以上２６歳未満の者 　１次　５月１４・１５日

　　　　５月１５日 　２次（海）　７月　４日 　３等陸・海・空尉

　者等（見込含）は、２８歳未満 　海・空飛行要員のみ 　群馬地方協力本部（前橋市）　　　（空※）７月　８日 　院卒者試験合格者は、

　大卒（見込含）、修士課程修了 　２次　６月１４～１７日

  専門の大卒（見込含）２０歳

　以上３０歳未満の者（薬剤は

　２０歳以上２８歳未満の者）

(参考資料)平成２８年度自衛官等募集案内（第３版）

募　集　種　目 資　　格 受付期間
（締切日必着）

試　験　日 試験会場 合格発表 待遇・その他

　１次　５月１４日 　１次    　　６月　３日

　(２０歳以上２２歳未満の者は、 　（１５日は飛行要員のみ） 　勢多会館(前橋市) 　海・空飛行要員のみ 　入隊後約１年で

℡ 027-221-4471 


