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陸 上 自 衛 隊 仕 様 書 

物 品 番 号  仕様書番号  

名   称 募集広報チラシ 

承 認 令和 ４年 １月 １４日 

作 成 令和 ４年 １月 １４日 

変 更  

作成部隊等 自衛隊京都地方協力本部 

 

１ 適用範囲 

この仕様書は、募集広報チラシについて適用する。 

 

２ 内 容 

(1) 数 量 

  ア 河原町募集案内所用 １万部 

  イ 京都募集案内所用  ８千部 

  ウ 共 通       １万８千部 

(2) 規 格 

項 目 
内 容 

河原町募集案内所用 京都募集案内所用 共 通 

サイズ Ａ４，両面 

仕上げサイズ Ａ４三つ折 

色 彩 表面白黒、裏面カラー 両面カラー 

用 紙 コート（９０） 

図 柄 別紙のとおり 

(3) 校 正 

   印刷前に校正刷りを要求元に提出し、校正を１回以上受けるものとする。 

 

３ 検 査 

  検査は、本仕様書に基づき実施する。 

 

４ 納品場所 

(1)   河原町募集案内所（河原町募集案内所用及び共通 各１万部） 

(2)  京都募集案内所（京都募集案内所用及び共通 各８千部） 

 

５ その他 

  本仕様書の疑義については、官側の指示を受けるものとする。 



防衛省・自衛隊京都地方協力本部 

 

一般幹部候補生等採用試験のご案内 

 

防衛省・自衛隊では陸・海・空自衛隊の組織のリーダーとなる「幹部候補生」の採用試験を実施

致します。 

応募資格  

【大卒程度試験】  令和５年４月１日現在、２２歳以上２６歳未満の方  

２０歳以上２２歳未満で学校教育法に基づく大学を卒業した方及び修士課

程修了者等で２８歳未満の方  

【院卒者試験】  令和５年４月１日現在、修士課程修了者等で２０歳以上

２８歳未満の方  

将来の展望  

 一般大学等出身の幹部自衛官候補者。採用とともに陸・海・空曹長に任

命され、幹部候補生として約１年間の教育を受けた後、３等陸・海・空尉 (院

卒者試験合格者は２尉 )に昇任し、幹部自衛官になります。  

受付期間  
第１回  ３月１日～４月１４日の間  

第２回  ３月１日～６月１６日の間（飛行要員を除く。）  

試験日程  

第１回  

１次試験：４月２３日・２４日  

２次試験：５月２７日～６月２７日（うち指定する１日）  

 ３次試験  海：６月２３日～６月２７日（うち指定する１日）  

      空：７月１６日～８月４日（うち指定する６日間）  

第２回  
１次試験：６月２５日  

２次試験：８月１日～７日（うち指定する１日）  

最終合格発表  
第１回  陸：７月８日、海：７月１５日、空：８月２６日  

第２回  ９月２２日  

身分  

・  

待遇  

身  分   特別職国家公務員  

給 与 

大卒程度試験合格者          月額２２６，５００円  

大卒程度試験合格者 (修士課程修了者 ) 月額２４３，５００円  

院卒者試験合格者           月額２４７，５００円  

※ 令和２年１月１日現在  

昇給・賞与   昇給：年１回  期末・勤勉手当 (ボーナス )年２回（６月、１２月）  

休日・休暇  週休２日制、祝日、年末年始及び夏季特別休暇、年次休暇等があります。 

 

お問い合わせ先： 防衛省・自衛隊京都地方協力本部 河原町募集案内所 

         京都市上京区河原町通丸太町下ル 伊勢屋町４１２ シェモア河原町１Ｆ 

ＴＥＬ/ＦＡＸ ０７５－２２１－３２６６ 

Ｅ－ｍａｉｌ  kyoto.pco.kawaramachi@rct.gsdf.mod.go.jp  

                             

 

 

 

 

 

 

※ なお現在就職をお考えでない方におかれましては大変恐縮でございますが、本ご案内を破棄頂きますよう

お願い申し上げます。                                 

※ その他 歯科・薬剤科幹部候補生等も募集しています。 

詳しくは京都地方協力本部ホームページをご覧下さい。 

個人情報につきましては、自衛隊法第２９条第１項及び第３５条の規定に基づく自衛官等募集業務のため

に自衛隊法第９７条第１項及び自衛隊法施行令第１２０条の規定に基づき自衛官等の募集に必要な募集対

象者情報に関する資料を市町村の長に提出を求め、入手しております。 

尚、個人情報につきましては、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律及び防衛省の保有する個

人情報の安全確保等に関する訓令等の関係法令に基づき、厳正に管理しております。 

【河原町　表】



防衛省・自衛隊京都地方協力本部 

 

一般幹部候補生等採用試験のご案内 

 

防衛省・自衛隊では陸・海・空自衛隊の組織のリーダーとなる「幹部候補生」の採用試験を実施

致します。 

応募資格  

【大卒程度試験】  令和５年４月１日現在、２２歳以上２６歳未満の方  

２０歳以上２２歳未満で学校教育法に基づく大学を卒業した方及び修士課

程修了者等で２８歳未満の方  

【院卒者試験】  令和５年４月１日現在、修士課程修了者等で２０歳以上

２８歳未満の方  

将来の展望  

 一般大学等出身の幹部自衛官候補者。採用とともに陸・海・空曹長に任

命され、幹部候補生として約１年間の教育を受けた後、３等陸・海・空尉 (院

卒者試験合格者は２尉 )に昇任し、幹部自衛官になります。  

受付期間  
第１回  ３月１日～４月１４日の間  

第２回  ３月１日～６月１６日の間（飛行要員を除く。）  

試験日程  

第１回  

１次試験：４月２３日・２４日  

２次試験：５月２７日～６月２７日（うち指定する１日）  

 ３次試験  海：６月２３日～６月２７日（うち指定する１日）  

      空：７月１６日～８月４日（うち指定する６日間）  

第２回  
１次試験：６月２５日  

２次試験：８月１日～７日（うち指定する１日）  

最終合格発表  
第１回  陸：７月８日、海：７月１５日、空：８月２６日  

第２回  ９月２２日  

身分  

・  

待遇  

身  分   特別職国家公務員  

給 与 

大卒程度試験合格者          月額２２６，５００円  

大卒程度試験合格者 (修士課程修了者 ) 月額２４３，５００円  

院卒者試験合格者           月額２４７，５００円  

※ 令和２年１月１日現在  

昇給・賞与   昇給：年１回  期末・勤勉手当 (ボーナス )年２回（６月、１２月）  

休日・休暇  週休２日制、祝日、年末年始及び夏季特別休暇、年次休暇等があります。 

 

お問い合わせ先：  防衛省・自衛隊京都地方協力本部 京都募集案内所 

         京都市下京区烏丸通六条上る北町１８１ 第５キョ―トビル１F 

ＴＥＬ/ＦＡＸ ０７５－３６１－５５８７ 

 

Ｅ－ｍａｉｌ  kyoto.pco.kawaramachi@rct.gsdf.mod.go.jp  

                             

 

 

 

 

 

※ なお現在就職をお考えでない方におかれましては大変恐縮でございますが、本ご案内を破棄頂きますよう

お願い申し上げます。                                 

※ その他 歯科・薬剤科幹部候補生等も募集しています。 

詳しくは京都地方協力本部ホームページをご覧下さい。 

個人情報につきましては、自衛隊法第２９条第１項及び第３５条の規定に基づく自衛官等募集業務のため

に自衛隊法第９７条第１項及び自衛隊法施行令第１２０条の規定に基づき自衛官等の募集に必要な募集対

象者情報に関する資料を市町村の長に提出を求め、入手しております。 

尚、個人情報につきましては、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律及び防衛省の保有する個

人情報の安全確保等に関する訓令等の関係法令に基づき、厳正に管理しております。 

【京都　表】
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◆ 安心の厚生年金制度：老齢・障害・遺族の各厚生年金が確実に
給付されるとともに、自己の掛金負担に
より給付がさらに充実

◆ ｉｄｅｃｏ、財形制度：個人掛金から各種税金等が控除され、
効率的な資産形成が可能

◆ 貯金制度：共済組合独自の制度として普通貯金、定期積立貯金、
定期貯金制度を保有

◆ 高金利 ：市中銀行等よりも有利な金利で確実な資産形成が可能

◆ 大手企業と提携した福利厚生アウトソーシング制度：
幅広い優待メニューを安価に利用可能

◆ 主要メニューの一例：
ＴＤＲ・ＵＳＪ等、全国主要レジャー施設利用割引、補助
金とポイント制度を併用したお得な宿泊割引、美容・育
児・健診補助等、女性向け割引、ヤフー・楽天利用時のポ
イント付与等、日常生活からレジャーにわたる幅広い優
待・割引制度が充実

給 与

貯金制度等

年金制度

各種優待・割引制度

【休日・休暇】
有給休暇等：年次休暇（年間２４日）、週休２日制
特別休暇 ：年末年始・夏季、育児（配偶者出産特別休暇、

育児参加特別休暇、子の看護のための特別）・
介護等

勤務時間 ：フレックスタイム制、早出遅出勤務等

【育児などの家族支援】
◆ 庁内託児所

駐屯地に隣接した託児所を市ヶ谷、陸自４ケ所（三宿、熊本、
真駒内、朝霞）、海自１ケ所（横須賀）、空自１ケ所（入間）
及び防医大の計８ケ所に設置
◆ 緊急登庁支援

災害派遣などの際の緊急登庁時に、預け先がない子供を駐屯地
等にて概ね５日間程度、一時的に預かる制度
◆ 連絡態勢の確保

長期にわたり国内外に派遣される場合には、家族と隊員が連絡
を取る手段としてテレビ電話や無線通信環境の整備を実施

◆ 駐屯地・基地外で生活する隊員が居住する官舎を駐屯地近傍
に整備

住 居

ＷＬＢ（ﾜｰｸ･ﾗｲﾌ･ﾊﾞﾗﾝｽ）

保険制度

◆ 団体保険制度：防衛省独自の保険制度であり、自衛隊の勤務
の特殊性を考慮した多様かつ十分な補償と防
衛省のスケールメリット（共助態勢）を活用
した割安な保険料により生命・医療・傷害、
介護、三大疾病等を幅広く補償

◆ 防衛省生活協同組合：生命医療共済、火災災害共済制度によ
り現役及び退職後の死亡・医療補償に加え、
火災時の動産・不動産損害を安い掛金で補償

◆ 団体扱い保険：ガン・自動車・女性保険等、特定の保険につ
いても団体割引が適用され、民間に比して
保険料が割安

（令和２年４月現在）

隊員等及びその家族を含むスケールメリットを生かした共助態勢と
防衛省の特殊性を踏まえた各種施策・制度により処遇と福利厚生が充実

◆ 俸給月額：階級及び号俸に応じて支給
年１回昇給あり

加えて
◆ 賞与（夏冬ボーナス）：俸給月額等の４．４５月分
◆ 各種手当：扶養手当、住居手当、通勤手当 等

営外手当：駐屯地外に居住する曹士自衛官に支給
６,０２０円／月が支給

航空手当：約２０万/月（ジェット戦闘機操縦士、２尉）
乗組手当：約１１万円/月（護衛艦乗組員、２曹平均）
空挺隊員手当：約７万円/月（空挺隊員、２曹）

◆ 現物給与：営内食事無料、宿舎費(光熱水費含む）
無料、被服の支給・貸与、自衛隊病院及び医務室に
おける医療費無料

◆ 退職手当：退職時の階級・俸給月額、勤続年数、退職理由に
応じて支給
【一例】曹長の定年退職者１，８８０万円

◆ 若年定年退職者給付金：
自衛官の定年年齢が他の公務員に比し若年定年である
ことから、これを補うため、退職から６０歳までの一定の
収入を補償
【一例】（曹長１，４３０万円）

【一例】
５０歳曹長：約４０万円/月、４０歳２曹：約３４万円/月、
３０歳３曹：約２８万円/月
※ 同年代・類似役職で比較した場合の俸給水準、

行政職国家公務員の約１．２倍
公安職国家公務員の約１．１倍

一般幹部候補生以外の採用種目の場合

【自衛官候補生の採用当初における給与】

◆ 俸給月額

２士任官時：約１7.9万円 ※
（採用後３ヵ月間の自衛官候補生時は約１３．４万円）
採用１年後：約１９．4万円（１士）
採用２年後：約20．2万円（士長）
※ 俸給は、学歴・職歴に応じ加算されます。

◆ 自衛官任用一時金：約１７.9万円
（採用３ヵ月後に２士に任官した際、翌月に支給）

◆ 特例の退職手当（陸上自衛官）
１任期目（２年間）：約 ５７．9万円
２任期目（２年間）：約１４5．３万円
３任期目（２年間）：約１１６．０万円

【一般曹候補生の採用当初における給与】

◆ 俸給月額
採 用 時：約１７．０万円（２士）※
採用１年後：約１９．０万円（士長）
採用２年後：約２０．３万円（士長）
※ 俸給は、学歴・職歴に応じ加算されます。

【河原町・京都裏】



※この他にも自衛官候補生等、様々な採用コースがあります。詳しくは、ＨＰをご覧ください。

【共通　表】



  地上戦闘の骨幹部隊とし
て機動力・火力・近接戦闘
能力を有し、作戦戦闘に重
要な役割を果たします。

 　戦車部隊と偵察部隊があ
り、戦車の正確な火力、優
れた機動力･装甲防護力に
より、敵を圧倒・制圧し、情
報収集を行います。

　火力戦闘部隊として大量
の火力を随時随所に集中し
て、広範な地域を制圧しま
す。

　対空戦闘部隊として侵攻
する航空機等を要撃すると
ともに、広範囲にわたり迅速
かつ組織的な対空情報活
動を行います。

　各種施設機材をもって障
害の構成・処理、陣地の構
築、渡河等の作業を行なう
とともに、施設器材の整備
等を行ないます。

　指揮連絡のための通信確
保や電子戦の主要部門を
担当し、写真・映像の撮影・
処理、通信電子機材等の整
備を行ないます。

　火器、車両、誘導武器、弾
薬の補給・整備、不発弾の
処理等を行います。

　糧食、燃料、需品器材や
被服の補給・整備及び回
収、給水・入浴･洗濯等を行
ないます。

　患者の治療や医療施設へ
の後送、部隊の健康管理、
防疫及び衛生資材の補給
整備等を行ないます。

　犯罪の捜査、警護、道路
交通統制、犯罪の予防等、
部内の秩序維持に寄与しま
す。

　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な
います。

　音楽演奏を通じて隊員の
士気を高揚するとともに広
報活動を行います。

　各種ヘリコプター等をもっ
て火力戦闘、航空偵察、部
隊の空中機動、物資輸送、
指揮連絡等を行い、地上部
隊を支援します。

　情報の専門技術や知識を
もって情報資料の収集・処
理及び地図、航空写真の配
布を行い各部隊の情報収
集業務を支援します。

　民間輸送力による輸送や
各種ターミナル業務などの
輸送を統制するとともに、特
大型車両等をもって部隊等
を輸送します。

　隊員の給与の支払いや部
隊が必要とする物資の調達
等の会計業務を行ないま
す。

　護衛艦等において、砲、ミ
サイルを操作し、各種目標
に対する攻撃を実施しま
す。また弾火薬等の取り扱
いを行ないます。

　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
整備を行ないます。

　掃海艦（艇）等で機雷探知
機、掃海具等を操作し、機
雷の処分及び機雷の調整、
器材の保守整備等を行ない
ます。

　艦艇の艦橋において航海
に関する業務を実施しま
す。船務はレーダー、電波
探知装置等を活用し、戦術
活動を行います。

　給与・旅費等の計算、物
品等の調達、部隊の任務を
遂行するために必要な装備
等を準備し、供給する業務
を行ないます。

　国有財産についての管
理、運用、施設器材・施設
車両を用いての建設、道路
等の工事及び器材の設備
を行ないます。

　陸上基地、艦艇及び航空
機等の通信、暗号の作成及
び翻訳、通信器材・暗号器
材及び関連器材の操作整
備等を業務とします。

　エンジン（ガスタービン、
ディーゼル等）発電機等の
運転、整備及び火災、浸水
対処等を業務とします。

　病院における医療及び医
務室における健康管理や身
体検査を実施するとともに、
潜水に関する調査・研究等
を業務とします。

　気象・海洋観測、天気図
類の作成、気象・海洋関係
の情報の伝達に関する業務
を行ないます。

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

　音楽演奏を通じて隊員の
士気を高揚します。また広
報活動に関する業務を行な
います。

　飛行場で離着陸する航空
機またはその周辺を飛行す
る航空機の無線・レーダー
等での誘導等を業務としま
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
業務を行ないます。

　Ｐ１/Ｐ-３Ｃ哨戒機、ＵＳ-１
Ａ/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行な
います。

　情報の収集・処理及び情
報の配布、秘密保全等を行
ないます。

　それぞれの部隊の航空機
を運用し、防空をはじめとす
る各種航空作戦等の任務を
遂行します。

　飛行場において離着陸す
る航空機を誘導する航空交
通管制業務を行います。

　日本の領空を常時監視
し、接近または侵入してくる
航空機等を早期に発見、識
別し、必要に応じて戦闘機
などの誘導を行います。

　部隊の運用に必要な航空
気象に関するデータの収集
予報などを行い、それらの
情報を部全国の部隊に提
供しています。

　施設の取得、建設、管理、
処分等に関する管理などの
業務を行ないます。

　航空機への貨物搭載など
の空港業務、国賓等の輸送
に関する客室業務及び車両
を使用して人や貨物の輸送
を行ないます。

　侵攻してくる航空機や弾道
ミサイルを撃破するため、ペ
トリオットミサイルシステム
等の操作及び機材の整備
を行ないます。

　航空機、航空機用エンジ
ン等の整備や修理に関する
業務を行なっています。

　損害賠償業務や民事裁判
等の訴訟業務を行なうほか
作戦における法制面の業務
を行ないます。

　医療事務管理、衛生管理
衛生運用及び医療施設管
理に関する業務を行ないま
す。

　広報、宣伝及び儀式等に
関する音楽演奏の指揮、指
導を行ないます。

　予算の編成、執行計画の
作成及び予算執行にわたる
一連の業務を実施するとと
もに、これらに関する会計実
務処理を行ないます。

　作戦運用に関わる電算機
システムに関する企画、調
整等の業務を行います。

　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、保管等を行なっ
ています。

　地上用通信設備を用いた
通信組織の構成、運用、維
持管理に関する業務を行な
います。

　防衛省・自衛隊の多様な
任務に重要な宇宙空間の
安定的利用のため、宇宙領
域専門部隊において国内関
係機関及び米軍等と連携し
て、宇宙状況監視などの業
務を行います。

陸・海・空自衛隊には様々な職種があります。

陸
上
自
衛
隊

海
上
自
衛
隊

航
空
自
衛
隊

陸　　　　　　　　海　　　　　　　空　

陸海空自衛隊の職種詳細はこちらをご覧ください

【共通　裏】


