○航空自衛隊幹部学校指揮幕僚課程学生等選抜規則
平成7年2月20日 航空自衛隊達第５号
航空幕僚長 空将 杉山 蕃

改正

平成10年 4月20日
平成11年 4月28日
平成12年 7月 5日
平成12年12月11日
平成13年 7月11日
平成15年 3月26日
平成15年 7月11日
平成18年 3月24日
平成18年 7月26日
平成19年 1月 5日
平成19年 8月31日
平成21年 7月29日
平成21年 8月 6日
平成22年10月 1日
平成27年 9月30日
平成28年 1月29日

航空自衛隊達第 9号
航空自衛隊達第14号
航空自衛隊達第35号
航空自衛隊達第53号
航空自衛隊達第32号
航空自衛隊達第 8号
航空自衛隊達第30号
航空自衛隊達第14号
航空自衛隊達第35号
航空自衛隊達第 1号
航空自衛隊達第39号
航空自衛隊達第28号
航空自衛隊達第33号
航空自衛隊達第30号
航空自衛隊達第28号
航空自衛隊達第16号

この達は、平成28年1月29日から施行する。
航空自衛隊幹部学校指揮幕僚課程学生等選抜規則を次のように定める。
航空自衛隊幹部学校指揮幕僚課程学生等選抜規則（登録報告）（登録外報告）
航空自衛隊幹部学校指揮幕僚課程学生選抜規則（昭和44年航空自衛隊達第17号）の
全部を改正する。
(趣旨)
第１条 この達は、航空自衛隊幹部学校指揮幕僚課程学生、陸上自衛隊指揮幕僚課程
学生及び海上自衛隊指揮幕僚課程学生並びに外国軍の指揮幕僚課程学生（以下「学
生」という。）の選抜に関し必要な事項を定めるものとする。
(学生選抜の方法）
第２条 学生選抜の方法は、第１次試験及び第２次試験により実施する。
(第1次試験)
第３条 第１次試験は、筆記試験により受験者の知識、能力及び一般教養について評
価することを目的とする。
２ 第１次試験は、共通試験及び職域試験とし、第10条の実施要綱に示す試験種目を
別表第１に掲げる試験地において、通常３月上旬に実施する。
３ 共通試験は、受験者全員に受験させるものとし、職域試験については、試験職域
区分のうち、一つを受験させるものとする。
(第２次試験)
第４条 第２次試験は、第１次試験の合格者に対し、口述試験によりその資質を審査
するとともに、身体検査を実施し、学業を支障なく履修しうるか否かについて検査
し、学生として十分な資質を具備する者を選抜する。
２ 第２次試験は、幹部学校において、通常８月下旬に実施する。

(受験資格者)
第５条 受験資格者は、次の各号に該当し、かつ、当該受験者の所属する部隊等の長
(編制部隊及び機関の長並びに航空幕僚監部の部長、監理監察官、首席法務官及び
首席衛生官をいう。以下同じ。）から推薦された者とする。
(1) ３等空佐の階級にある者又は２年以上１等空尉の階級にある者
(2) 幹部普通課程を修了した者又は部隊等の長が幹部普通課程の修了者と同等以上
の能力を有すると認める者
(3) 航空自衛隊英語技能検定５級以上の者
(4) 37歳未満の者
(5) 第１次試験の受験回数が過去３回までの者
２ 前項第１号の在階級期間及び第４号の年齢は、第１次試験実施の年の４月１日現
在とする。
(受験資格者の特例)
第６条 前条第１項第１号の要件を34歳以上で初めて得た者は、同項第４号の年齢を
39歳未満の者と読み替える。
２ 外国出張、出向その他の公務により第１次試験を受験できなかった者は、前条第
１項第１号に２等空佐の階級にある者を加え、同項第４号の年齢を39歳未満の者と
読み替える。
３ 外国出張、出向その他の公務により第１次試験を受験できなかった者の特例によ
り受験できる機会は、当該理由により受験できなかった回数とする。
４ 特例による受験資格者（第１項又は第２項に該当する者をいう。以下同じ。）が
受験する場合は、当該受験資格が発生した以降、最初の受験の機会から連続して受
験しなければならない。
５ 特例による受験資格者が受験できる回数は、前条の受験資格者としての受験回数
と特例による受験資格者としての受験回数の合計が４回までとする。
(学生予定者の決定)
第７条 航空幕僚長は、第18条に規定する試験結果の報告を基礎とし、第２次試験の
受験者の中から学生予定者を決定し、通常11月末までに当該予定者の所属する部隊
等の長及び次条第４項の委員長に通知するものとする。
(試験委員会)
第８条 選抜試験の業務を実施する機関として航空自衛隊幹部学校に航空自衛隊幹部
学校指揮幕僚課程学生等選抜試験委員会（以下「委員会」という。）を置く。
２ 委員会は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。
(1) 第10条の実施要綱に基づく、第１次試験及び第２次試験の試験実施計画の立案
並びに同案の航空幕僚長への上申
(2) 第１次試験及び第２次試験の問題の作成
(3) 第１次試験の実施の統括及び第２次試験の実施
(4) 第１次試験及び第２次試験の採点及び整理並びにそれぞれの結果の航空幕僚長
への報告
３ 委員会は、委員長、副委員長、一般委員、主任試験官、試験官、身体検査委員及
び幹事をもって組織する。
４ 委員長、副委員長、一般委員、主任試験官、試験官、身体検査委員及び幹事は、
別表第２に掲げる職にある隊員をもって充てる。ただし、副委員長、一般委員、主
任試験官、身体検査委員及び幹事は、試験官を兼ねることができるものとする。
５ 委員長は、航空幕僚長の命を受け委員会を統括する。
６ 副委員長は、委員長を補佐する。
７ 一般委員は、委員長の命を受け試験実施計画の立案、その他これに関連する業務
を担当する。
８ 主任試験官は、委員長の命を受け試験官の実施する業務を統括する。
９ 試験官は、試験問題の作成、第２次試験の実施、採点、その他これに関連する業
務を担当する。
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身体検査委員は、委員長の命を受け第２次試験における身体検査に関する業務を
担当する。
11 幹事は、委員長の命を受け委員会の庶務を担当する。
(試験管理官)
第９条 第１次試験を実施するため、別表第１に掲げる試験地ごとに試験管理官（以
下「管理官」という。）を置く。
２ 管理官は、別表第１に掲げる部隊等の長とする。
３ 管理官は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。
(1) 試験問題等の保管
(2) 試験の実施
(3) 試験終了後、答案、別紙様式第１に定める第１次試験受験者人員表（１部）及
び試験実施に関する所見書（１部）の委員長への送付
４ 管理官は、試験実施のため所要の試験監督官を置くことができる。
５ 試験監督官は、３等空佐以上の幹部自衛官とする。
(実施要綱)
第10条 航空幕僚長は、年度ごとに航空自衛隊幹部学校指揮幕僚課程学生等選抜試験
実施要綱（以下「実施要綱」という。）を定める。
２ 実施要綱には、通常次に掲げる事項を含めるものとする。
(1) 学生予定人員
(2) 第１次試験の試験種目
(3) 職域試験区分
(4) その他必要と認めるもの
(試験実施計画)
第11条 第１次試験及び第２次試験の実施計画は航空幕僚長が定める。
２ 試験実施計画には、通常次に掲げる事項を含めるものとする。
(1) 試験期日
(2) 試験種目の細部及び配点
(3) その他必要と認めるもの
３ 航空幕僚長は、実施要綱及び試験実施計画のうち、受験に直接必要な事項につい
ては、通常９月末までに全部隊、全機関、内部部局、防衛大学校、防衛医科大学校、
防衛研究所、統合幕僚監部、陸上自衛隊、海上自衛隊、共同の部隊、共同の機関、
情報本部、防衛監察本部、地方防衛局及び防衛装備庁の長に示す。
(受験者の報告及び通知)
第12条 部隊等の長は、受験を希望する者のうち、第５条又は第６条の規定に該当し、
かつ、勤務成績が良好で人物、識見、能力及び健康状態が学生として適当と認めら
れる者について、別紙様式第２に定める受験者名簿を作成し、第１次試験実施の前
年の12月末日までに航空幕僚長（補任課長気付）に報告（１部）（04－Ｐ24（Ｃ－
２））するとともに、委員長に通知するものとする。
２ 部隊等の長は、前項の受験者名簿を提出した後、受験者の取消し、又は試験地を
変更する必要が生じた場合は、前項の規定を準用し、その都度、速やかに報告（04
－Ｐ24（Ｃ－２））又は通知するものとする。ただし、２月１日以降における試験
地の変更は原則として行わないものとする。
(第１次試験の実施要領)
第13条 委員長は、前条により通知された受験者名簿に基づき、受験者のおのおのに
ついて試験地及び受験番号を定めた第１次試験通知書を作成し、通常２月上旬に部
隊等の長及び管理官に送付する。
２ 委員長は、試験問題及び試験の細部実施要領を試験期日のおおむね１週間前まで
に管理官に送付する。
３ 部隊等の長は、第１項の第１次試験通知書に基づき受験を命ずる。

(第１次試験の合格者の決定)
第14条 第１次試験の合格者は、実施要綱に示す学生予定人員のおおむね２倍とし、
航空幕僚長が決定する。
２ 航空幕僚長は、通常６月中旬に第１次試験合格者を部隊等の長及び委員長に、受
験者の成績を部隊等の長に通知する。
(第２次試験の実施要領)
第15条 委員長は、第２次試験の実施について必要な事項を記載した第２次試験通知
書を作成し、通常７月下旬に部隊等の長に送付する。
２ 部隊等の長は、前項の第２次試験通知書に基づき受験を命ずる。
３ 口述試験は、通常３ないし５の試験班を編成し、受験者全員に対し各試験班が行
う。
４ 試験班は、通常班長１名、班員２名ないし４名とし、班長は１等空佐以上、班員
は２等空佐以上の幹部自衛官とする。
５ 身体検査は、次条に規定するところによる。
(身体検査の実施要領)
第16条 身体検査の検査項目は、身長、胸囲、体重、視力、聴力、尿、血圧、胸部Ｘ
線及び疾患とする。
２ 合否の判定基準は、自衛官等の採用のための身体検査に関する訓令（昭和29年防
衛庁訓令第14号）別表第１に定める男性自衛官等合格基準又は別表第３に定める女
性自衛官等合格基準を準用する。この場合において、同訓令別表第３中、「不合格
疾患」とあるのは、「不合格疾患（妊娠中のものを除く。）」と読み替えるものとす
る。
３ 判定区分は、合格又は不合格とする。
(受験停止)
第17条 委員長又は管理者は、受験中不正行為のあった者に対しては受験停止を命ず
ることができる。この場合、委員長又は管理官は、試験終了後、当該状況を航空幕
僚長（補任課長気付）に報告（管理官にあたっては委員長を経て報告）するものと
する（登録外報告）。
(試験結果の報告)
第18条 委員長は、第１次試験終了後、受験者全員について別紙様式第３に定める第
１次試験成績表を作成し、航空幕僚長（補任課長気付）に報告する（登録外報告）。
２ 委員長は、第２次試験終了後、受験者全員について別紙様式第４に定める第２次
試験成績表を作成し、航空幕僚長（補任課長 気付）に報告する（登録外報告）。
この場合、第２次試験成績表には、試験実施に関する全般意見及び第２次試験関連
資料を添えるものとする。
(試験場設置等の支援)
第19条 別表第１に掲げる試験地に所在する部隊等の長は、委員長及び管理官に対し
試験場の設置その他の試験の実施に関し、所要の支援を行うものとする。
(秘密保全)
第20条 委員会の構成員、管理官及び試験監督官は、試験問題（試験開始まで）、試
験成績、その他職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。
(入校延期)
第21条 学生予定者に決定された者は、原則として公務に起因する特別の理由による
ほかは、入校を延期することはできない。
２ 部隊等の長は、前項の理由により入校延期の必要がある場合は、その理由を付し、
航空幕僚長（補任課長気付）に申請し、その許可を受けるものとする。
(準用)

第22条 内部部局、防衛大学校、防衛医科大学校、防衛研究所、統合幕僚幹部、陸上
自衛隊、海上自衛隊、共同の部隊、共同の機関、情報本部、防衛監察本部、地方防
衛局及び防衛装備庁に勤務する者については、この達中「部隊等の長」とあるのは、
「それぞれの長」と読み替えるものとする。
(委任規定)
第23条 この達に定めるもののほか、試験事務の細部については、委員長が定めるも
のとする。
附 則
１ この達は、平成７年４月１日から施行する。
２ 平成８年度の入校予定者に関する第２次試験の実施時期及び学生予定者の決定に
ついては、なお従前の例による。
３ 航空自衛隊の基本教育に関する達（昭和41年航空自衛隊達第18号）の一部を次の
ように改正する。
〔次のよう略〕
附 則（平成10年4月20日航空自衛隊達第９号抄）
１ この達は、平成10年4月20日から施行する。
附 則（平成11年4月28日航空自衛隊達第14号）
この達は、平成11年4月28日から施行する。
附 則（平成12年7月5日航空自衛隊達第35号）
この達は、平成12年7月5日から施行する。
附 則（平成12年12月11日航空自衛隊達第53号）
この達は、平成13年1月6日から施行する。
附 則（平成13年7月11日航空自衛隊達第32号抄）
この達は、平成13年8月1日から施行する。
１

附 則（平成15年3月26日航空自衛隊達第８号）
この達は、平成15年3月27日から施行する。
附 則（平成15年7月11日航空自衛隊達第30号）
この達は、平成12年7月11日から施行する。

１

附 則（平成18年3月24日航空自衛隊達第14号抄）
この達は、平成18年３月27日から施行する。

１

附 則（平成18年7月26日航空自衛隊達第35号抄）
この達は、平成18年7月31日から施行する。

１

附 則（平成19年1月5日航空自衛隊達第１号抄）
この達は、平成19年1月9日から施行する。

１

附 則（平成19年8月31日航空自衛隊達第39号抄）
この達は、平成19年9月1日から施行する。

１

附 則（平成21年7月29日航空自衛隊達第28号抄）
この達は、平成21年8月1日から施行する。

１

附 則（平成21年8月6日航空自衛隊達第33号抄）
この達は、平成21年8月18日から施行する。

１

附 則（平成22年10月1日航空自衛隊達第30号抄）
この達は、平成22年10月1日から施行する。
附 則（平成27年9月30日航空自衛隊達第28号抄）
この達は、平成27年10月1日から施行する。
附 則（平成28年1月29日航空自衛隊達第16号抄）
この達は、平成28年1月29日から施行する。

