
 種      目  採用人員 資　 格 受付期間
(締切日必着) 試 験 期 日 合格発表 入隊時期

(入校時期) 待遇・その他

幹 部 候 補 生

一 般

[

大
卒
程
度
試
験]

参考(令和３年度)
陸　　約156名
(うち女子約21名)
海　　約 72名
(うち女子約15名)
空　　約 51名
(男女の区分なし。)

※１

22歳以上26歳未満の者
(20歳以上22歳未満の
者は大卒(見込含)、修
士課程修了者等(見込
含)は28歳未満の者)

①３月１日〜４月14日
➁３月１日〜６月16日

(飛行要員除く。)

①１次:４月23日・24日
　２次:５月27日〜　　　
　　　　　　　　６月２日
　３次(海・空飛行要員のみ)
　(海):６月23日～27日 
　(空):７月16日〜　　　
　　　　　　　　８月４日
➁１次:６月25日
　２次:８月１日〜７日

①１次:５月20日
　２次(海・空飛行要員のみ)
　(海):６月16日
　(空):６月20日
　最終
　(陸):７月８日
　(海):７月15日
　(空):８月26日
➁１次:７月22日
　最終:９月22日

令和５年３月中旬
 〜４月上旬

入隊後約１年で
３等陸・海・空尉
院卒者試験合格者は
２等陸・海・空尉

[

院
卒
者
試
験]

参考(令和３年度)
陸　　約11名
海　　約６名
空　　約２名

※１

20歳以上28歳未満の者
修士課程修了者等(見
込含)

歯 科
・

薬 剤 科

参考(令和３年度)
陸　　約13名          
海　　約９名          
空　　約６名

　　　　　　　※１

専門の大卒(見込含)
20歳以上30歳未満の者
(薬剤科は20歳以上28
歳未満の者 ※２)

①１次:４月23日　　　
　２次:５月27日〜
　　　　　 ６月２日

➁１次:６月25日　　　
２次:８月１日〜７日

①１次:５月20日　
　　最終
　　(陸)　:７月８日
　　(海空):７月15日

➁１次:７月22日　
　　最終:９月22日

歯科は入隊後約６週間
で２等陸・海・空尉
薬剤科は入隊後約１年
で２等陸・海・空尉

医 科 ・ 歯 科 幹 部
参考(令和３年度)
　　陸　　約４名          

海　　約５名          
    空　　約３名 　      
              ※１

医師・歯科医師の免許
取得者

①２月１日〜６月10日
②８月１日〜10月28日

※３

①６月24日
②11月18日

①７月29日
②12月23日

 ①令和４年９月下旬
　　　　　   〜10月上旬   
 ②令和５年３月下旬

 〜４月上旬

２等陸・海・空尉以上
で採用(経験年数等に
より異なります。)

技 術 海 上 幹 部
技 術 航 空 幹 部

参考(令和３年度)
海　　約４名          

  空　　約15名　
　　　　　　　※１

大卒以上の者で、応募
資格に定められた学
部・専攻学科等を卒業
後、２年以上の業務経
験のある者

３月１日〜５月20日

６月20日

７月29日

海自：令和４年９月 
　　　　　　下旬頃
空自：令和４年10月
　　　　　  上旬頃

３等海・空尉以上で採
用(経験年数等によ
り異なります。)

技 術 海 曹
技 術 空 曹

参考(令和３年度)
　  海　　約19名
　  空　　約８名
　　　　　　　※１

20歳以上の者で国家免
許資格取得者等 ６月17日

海自：令和４年９月 
　　　　　　下旬頃
空自：令和４年11月
　　　　　 下旬頃

３等海・空曹以上海・
空曹長までで採用(免許
資格、年齢等により異
なります。)

航 空 学 生        

参考(令和３年度)
海　　約74名  
(女子若干名)      
空　　約72名

(男女の区分なし。)
                    ※１

海:18歳以上23歳未満の
者(高卒者(見込含)
又は高専３年次修了
者(見込含)）

空:18歳以上21歳未満の
者(高卒者(見込含)又
は高専３年次修了者
(見込含)）

７月１日〜９月８日

１次:９月19日　　　
２次:10月15日～20日
３次:(海)11月18日〜

　　　 12月14日
　　 (空)11月12日～

　　　 12月15日

１次:10月７日
２次:(海)11月９日

(空)11月４日
最終:令和５年１月17日  

令和５年３月下旬
〜４月上旬

入隊後約６年で
３等海・空尉

一 般 曹 候 補 生

参考(令和３年度)
　陸　 約4,000名
　(うち女子約500名)
　海　 約1,500名
　(うち女子約250名)
　空　 約　850名
　(男女の区分なし。)

※１

18歳以上33歳未満の者
(32歳の者は、採用予
定月の末日現在、33歳
に達していない者)

①３月１日〜５月10日
②７月１日～９月５日

①１次:５月20日～29日
２次:６月17日～

　　　　　　 ７月３日
②１次:９月15日～18日     
　２次:10月８日～23日

※いずれか１日を指定
されます。

①１次:６月10日
最終:７月22日

②１次:10月３日
 最終:11月15日

令和５年３月下旬
〜４月上旬

入隊後２年９か月経
過以降選考により
３等陸・海・空曹

※上記の他に設定する場合があります。

自 衛 官 候 補 生

参考(令和３年度)  
男　子           
　陸　 約3,054名      
　海　 約　646名      
　空　 約1,450名

女　子           
　陸　 約  750名        
　海　 約  110名         
　空　 約  150名

※１

18歳以上33歳未満の者
(32歳の者は、採用予
定月の末日現在、33歳
に達していない者)

年間を通じて行ってお
ります。

受付時又は各自衛隊地
方協力本部のホーム
ページにてお知らせし
ます。

 

           ※４

試験時にお知らせ
します。

令和５年３月下旬
〜４月上旬

※上記の他に設定す
る場合があります。

所要の教育を経て、
３か月後に２等陸・
海・空士に任用
陸上(技術系を除く。)
は１年９か月、陸上
(技術系)・海上・航
空は２年９か月を１
任期として任用(以
降２年を１任期)

防衛大学校学生

推 薦

参考(令和３年度) 
人文・社会科学専攻　約30名

(うち女子約10名)
理工学専攻  　約120名   

(うち女子約20名)
　　　　　　　　　 ※１

18歳以上21歳未満の者
高卒(見込含)又は高専
３年次修了(見込含)で
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 ９月５日〜９日

９月24日・25日 10月28日

令和５年４月上旬
修学年限４年
卒業後約１年で
３等陸・海・空尉

総 合
選 抜

参考(令和３年度)
人文・社会科学及び
理工学専攻合わせて

約50名
(うち女子約５名)

　　　　　　　　 　  ※１
18歳以上21歳未満の者
(自衛官は23歳未満)
高卒者(見込含)又は高
専３年次修了者(見込
含)

 １次:９月24日
２次:10月29日・30日

１次:10月14日
最終:11月24日

一 般 

参考(令和３年度)
人文・社会科学専攻　約60名

(うち女子約10名)
理工学専攻 　約220名

(うち女子約25名)
　　　　　　　　　 ※１

７月１日〜10月26日
１次:11月５日・６日
２次:12月６日〜10日

１次:11月24日 　　 　   
最終:令和５年１月20日

防衛医科大学校医学科学生
参考(令和３年度)          

約85名
※１

18歳以上21歳未満の者
高卒者(見込含)又は高
専３年次修了者(見込
含)

７月１日〜10月12日 １次:10月22日
２次:12月14日〜16日

１次:12月１日  　　　
最終:令和５年１月31日

令和５年４月上旬
修学年限６年
医師免許取得後、
２等陸・海・空尉

防衛医科大学校看護学科学生
(自衛官候補看護学生)

参考(令和３年度)             
約75名

※１

18歳以上21歳未満の者
高卒者(見込含)又は高
専３年次修了者(見込
含)

７月１日〜10月５日
１次:10月15日　　　
２次:11月26日・27日

１次:11月11日 　　 　
最終:令和５年２月３日

令和５年４月上旬

修学年限４年
看護師免許取得後
卒業後約１年で
３等陸・海・空尉

陸 上 自 衛 隊
高等工科学校
生 徒

推 薦
参考(令和３年度)

約90名
※１

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

10月１日〜12月２日

令和５年１月５日〜７日

※いずれか１日を指定
されます。

令和５年１月13日

令和５年４月上旬

修学年限３年
卒業後は陸士長
卒業後約１年で
３等陸曹

一 般 参考(令和３年度)
　　 約260名　 ※１

男子で中卒(見込含)17歳
未満の者

10月１日〜
令和５年１月６日

１次:令和５年１月14日・15日  
２次:令和５年１月26日〜29日

※いずれか１日を指定
されます。

１次:令和５年１月20日
最終:令和５年２月９日

貸 費 学 生 技 術

 参考(令和３年度)  
       
 　　陸　　　　
 　　海｝　約16名
 　　空　 　　

※１

大学の理学部、工学部
※５の３・４年次又は大
学院(専門職大学院を除
く。)修士課程在学(正規
の修業年限を終わる年
の４月１日現在で26歳
未満(大学院修士課程在
学者は28歳未満))

６月１日〜11月11日 12月３日 令和５年３月３日

①貸費学生採用時期は
４月上旬
➁幹部候補生採用(入
隊)時期は大学又は大
学院を卒業(修了)す
る年の４月上旬

貸費学生として採用
された４月分から大
学又は大学院の正規
の修業年限を終わる
月まで毎月54,000円
貸与されます。

予備自衛官補
一 般 陸　約1,550名 18歳以上34歳未満の者

①１月６日〜４月８日
②６月１日〜９月16日

※３

①４月11日〜17日　　
②９月25日〜10月10日

　※いずれか１日を指定
されます。

①５月31日
②11月９日

教育訓練の開始時期：
　　令和４年７月以降

階級は指定しない
教育訓練招集手当

：日額8,500円
所定の教育訓練修了
後、予備自衛官とし
て任用

技 能 陸　約350名
海　約 20名

18歳以上で国家免許資
格等を有する者(資格
により年齢上限は53歳
未満～55歳未満)

(注) １．※１：令和４年度の採用人員につきましては、決定次第、自衛官募集ホームページ等でお知らせしますので、ご確認ください。　　　　　　　　　　　　　　　　　　                (令和４年４月現在)
２．※２：①　学校教育法に基づく大学において、正規の薬学の課程(６年制の課程に限る。)を修めて卒業した者(令和５年３月卒
　　　　　　業見込みの者を含む。)

②　外国の薬学校を卒業し、又は外国の薬剤師免許を受けた者で、厚生労働大臣が①に掲げる者と同等以上の学力及び
　　　　　　技能を有すると認定した者

③　平成18年度から平成29年度までの間に学校教育法に基づく大学に入学し、４年制薬学課程を修めて卒業し、かつ、
　学校教育法に基づく大学院において薬学の修士又は博士課程を修了した者であって、厚生労働大臣が、厚生労働省令
　で定めるところにより、①に掲げる者と同等以上の学力及び技能を有すると認定した者に限ります。

３．※３：第１回で採用予定数を採用した場合、第２回は実施しない場合があります。
４．※４：令和５年３月高等学校卒業予定者又は中等教育学校卒業予定者のための採用試験は、令和４年９月16日以降に行います。
５. ※５：学部については、理学部、工学部に類する学部も応募資格に該当する場合があります。詳しくは最寄りの自衛隊地方協
　力本部にお問い合わせください。
６. 資格欄中の「高卒」は中等教育学校卒業者を含みます。
７．応募資格年齢の起算日は、種目ごと異なっていますので、それぞれの採用要項又は自衛官募集ホームページ等で確認してくだ
　さい。
８．その他、詳細については、各採用(募集)要項又は自衛隊地方協力本部で確認してください。(事務官・技官の採用試験については、
　防衛省大臣官房秘書課へ）
９．記載内容については変更する場合があります。変更事項については自衛官募集ホームページ等でお知らせしますので、ご確認ください。

令和４年度自衛官等採用案内


