
2020 年（令和 2 年）公務員試験日程資料 
高校生区分対象 

2020/03/28 現在 

 

◆１次試験日 

日にち 受験先 1 次試験合格発表日 

8/17（土） 参議院事務局（一般職・衛視） 8/30（金） 

9/5（土） 衆議院事務局（一般職・衛視） 9/11（金） 

9/6（日） 国家公務員一般職 10/8（木）9：00 

税務職員 10/8（木）9：00 

9/13（日） 東京都特別区Ⅲ類（東京都２３区） 10/23（金） 

東京都Ⅲ類（東京都庁） 未発表 

東京消防庁Ⅲ類（事務） 未発表 

警視庁警察行政職員Ⅲ類 未発表 

裁判所事務官 10/6（火） 

9/18（金）～20 日（日） 

のうち指定する 1 日 

自衛隊（一般曹候補生） 10/2（金） 

9/19（土） 東京消防庁Ⅲ類（消防官） 未発表 

9/20（日） 道府県警察官（千葉県警？） 未発表 

警視庁警察官 試験日から 2 週間後程度 

刑務官 10/14（水）9：00 

9/22（火） 自衛隊（航空学生） 10/9（金） 

9/27（日） 地方公務員初級（事務・消防） 10 月上旬 ～ 10 月中旬 

皇宮護衛官 10/14（水）9：00 

入国警備官 10/14（水）9：00 

航空保安大学校生 10/14（水）9：00 

海上保安学校学生 10/14（水）9：00 

10/17（土） 防衛医科大学校看護学科学生 未発表 

10/24（土）、10/25（日） 防衛医科大学校医学科学生 未発表 

10/31（土）と 

11/1（日）の片方 

気象大学校学生 12/11（金）9：00 

海上保安大学校学生 12/11（金）9：00 

11/7（土）、11/8（日） 防衛大学校学生 未発表 

令和 3 年 1/10 警視庁警察官（２回目） 試験日から 2 週間後程度 

受付時発表 自衛隊（自衛官候補生） 受付時発表 

 

 

 

 

 



◆２次試験日 

日にち 受験先 ２次試験合格発表日 

９月中旬以降 参議院事務局（一般職・衛視） 10/31（木）以降 

9/23 ～ 9/25、9/28 のう

ち指定された日 

衆議院事務局（一般職） 10 月中旬 

9/25、9/29 ～ 9/30 のう

ち指定された日 

衆議院事務局（衛視） 10 月中旬 

10/9 ～ 10/14 

のうち指定する 1 日 

自衛隊（一般曹候補生） 11/6（金） 

10/10（土）（男性） 警視庁警察官 試験日から 70 日後程度 

10/11（日）（女性） 

10/14 ～ 10/23 

のうち指定された日 

国家公務員一般職 11/17（火）9：00 

10/14 ～ 10/23 

のうち指定された日 

税務職員 11/17（火）9：00 

10/14 ～ 10/27 

のうち指定された日 

裁判所事務官 11/13（金） 

10/17 ～ 10/22 自衛隊（航空学生） 11/11（海上）11/6(航空） 

10/20 ～ 10/29 

のうち指定された日 

海上保安学校学生 

（航空課程のみ３次試験あり） 

11/25（水）9：00 

10/22 ～ 10/28 

のうち指定された日 

刑務官 11/25（水）9：00 

10/26 ～ 10/30 

のうち指定された日 

皇宮護衛官 11/25（水）9：00 

10/27 ～ 10/29 

のうち指定された日 

入国警備官 11/25（水）9：00 

10 月中旬～10 月下旬 地方公務員初級（事務・消防） 10 月中旬～11 月下旬 

11/3（火）、11/6（金） 東京都特別区Ⅲ類（東京都特別区） 11/20（金） 

11/11、11/12 のどちらか

指定された日 

（体力試験） 

東京消防庁Ⅲ類（消防官） 未発表 

11/18、11/19 のどちらか

指定された日 

（面接試験） 

11/16 ～ 11/19 

のうち指定された日 

航空保安大学校生 12/22（火）9：00 

11/20（金） 東京消防庁Ⅲ類（事務） 未発表 

11/28（土）、11/29（日） 防衛医科大学校看護学科学生 未発表 

12/8 ～ 12/12 防衛大学校学生 未発表 

12/9 ～ 12/11 防衛医科大学校医学科学生 未発表 



 

 

  

12/18（金） 海上保安大学校学生 2021 年 1/21（木）9 時 

気象大学校学生 

未発表 道府県警察（千葉県警） 未発表 

未発表 警視庁警察行政職員Ⅲ類 未発表 

未発表 東京都Ⅲ類（東京都庁） 未発表 

受付時発表 自衛隊（自衛官候補生） 受付時発表 

 

 

 

◆３次試験 

日にち 受験先 ３次試験合格発表日 

11/20 ～ 12/16 自衛隊（航空学生）海上 令和 3 年 1/19（火） 

11/14 ～ 12/17 

のうち指定する日 

自衛隊（航空学生）航空 令和 3 年 1/19（火） 

 

 

 

※上記以外にも試験はあり、年齢制限や受験資格に引っかからないのであれば受験は可能。 

 年齢制限や受験資格については、各自治体や機関のホームページを要チェック。 

 また、念のために試験日の３か月もしくは 4 か月程度前からホームページの受験案内などで

願書受付期間を自分で確認すること。 

 その他、願書とともに提出する書類があることも。（例：資格や免許、成績書など） 

 受付期間を過ぎたり、書類の不備があったりすると受験できなくなるので注意。 

 

 

 

※新型コロナウイルスに感染した状態だと受験を拒否される場合

があります。その場合、振替受験などは行われず、失格扱いになり

ますので体調には十分注意してください。 

 

 

 

 

 

 



◆願書受付期間 

提出先 提出期間 

東京消防庁Ⅲ類（事務） ネット 6/15（月）10 時 ～ 8/5（水）17 時 

郵送  6/15（月） ～ 8/3（月）（消印有効） 

参議院事務局（一般職・衛視） 郵送 6/19（水）～ 7/9（火）（消印有効） 

持参 6/19（水）～ 7/9（火） 

受付時間 9：30 ～ 17：30（土・日・祝を除く） 

国家公務員一般職 ネット 6/22（月）～ 7/1（水） 

税務職員 ネット 6/22（月）～ 7/1（水） 

東京都特別区Ⅲ類（東京都２３

区） 

ネット 6/25（木） ～ 7/16（木） 

郵送  6/25（木） ～ 7/14（火） 

地方公務員初級（事務・消防） 例年は 7 月上旬 ～ 8 月下旬（未発表） 

東京消防庁Ⅲ類（消防官） ネット 7/1（月）10 時 ～ 7/24（金）17 時 

郵送  7/1（月） ～ 7/22（水）（消印有効） 

防衛医科大学校看護学科学生 7/1（水） ～ 10/1（木） 

自衛隊 

（航空学生・一般曹候補生） 

7/1（水） ～ 9/10（木） 

防衛医科大学校医学科学生 7/1（水） ～ 10/7 

防衛大学校学生 7/1（火） ～ 10/22（木） 

裁判所事務官 ネット 7/7（火）10 時 ～ 7/16（木） 

郵送  7/7（火） ～ 7/10（金） 

衆議院事務局(一般職・衛視) 郵送 7/21（火）～ 7/30（木）（消印有効） 

持参 7/21（火）～ 7/30（木） 

受付時間 10：00 ～ 17：00（土・日を除く） 

刑務官 ネット 7/21（火） ～ 7/30（木） 

皇宮護衛官 ネット 7/21（火） ～ 7/30（木） 

入国警備官 ネット 7/21（火） ～ 7/30（木） 

航空保安大学校生 ネット 7/21（火） ～ 7/30（木） 

海上保安学校学生 ネット 7/21（火） ～ 7/30（木） 

警視庁警察官 8/7（金） ～ 8/17（月） 

ネット・郵送・持参 すべて共通 

海上保安大学校学生 ネット 8/27（木） ～ 9/7（月） 

気象大学校学生 ネット 8/27（木） ～ 9/7（月） 

道府県警察（千葉県警） 未発表 

東京都Ⅲ類（東京都庁） 未発表 

警視庁警察行政職員Ⅲ類 未発表 

警視庁警察行政職員Ⅲ類 未発表 

東京都Ⅲ類（東京都庁） 未発表 

自衛官候補生 いつでも受付 

 


