
令和元年 5月 15日 
石川県人事委員会事務局 
℡ 076(225)1871  (内線) 5741 

 
                      
            令和元年度                                     の実施について  
                            
 
Ⅰ 石川県職員採用候補者試験（大学卒程度） 
  １ 試験区分及び採用予定人員 

試験区分 採用予定人員 試験区分 採用予定人員 

行政 43 名程度 (44) 造園 1 名程度 (1) 

心理 1 名程度 (1) 機械 1 名程度 (2) 

精神保健福祉士 2 名程度 (1) 電気 1 名程度 (1) 

福祉 3 名程度 (2) 総合化学 3 名程度 (1) 

農学（農業・畜産） 6 名程度 (6) 薬学 2 名程度 (2) 

林学 4 名程度 (3) 保健師 3 名程度 (2) 

水産 3 名程度 (2) 管理栄養士 2 名程度 (3) 

総合土木 16 名程度 (20) 少年警察補導員 1 名程度 (1) 

建築 1 名程度 (1) 合計 93 名程度 (95) 

（参考）( )内の数値は昨年度のもの 
      （昨年度の合計 95 は警察化学 1、警察法医 1を含む｡) 
     
 ２ 採用試験のＰＲについて 
    ○昨年度に引き続きポスターを作成 
        ・県内大学(金沢大学等、12 大学)、県と就職支援協定を締結している大学(立命館大学等、

32大学)、その他県外大学(富山大学等、24 大学)に配付し、学生に周知 
        ・地場産業センターや、しいのき迎賓館等、多くの利用者が訪れる施設にも掲出し、広く周 
     知 
  ○ＳＮＳ等の積極的な活用 

従来から実施しているホームページやＳＮＳ（ツイッター・フェイスブック）の活用のほか、
動画（YouTube）による情報発信も実施 

     
  ３ 受験資格 

(1)年齢等 
ア 
 

平成 2年 4月 2日から平成 10年 4月 1日（薬学については昭和 63年 4月 2日から
平成 8年 4月 1日、保健師については平成 2年 4月 2日から平成 11年 4月 1日）
までに生まれた者 

イ 
 
 

平成 10年 4月 2日以降生まれで 
(ｱ) 大学卒業の者又は令和 2年 3月までに大学卒業見込みの者 
(ｲ) 石川県人事委員会が(ｱ)と同等の資格があると認める者 

 
   (2)免許・資格 
      下記の試験区分については、右欄に示す免許・資格が必要です。 

心理 
 
 
 

学校教育法に基づく大学(短期大学を除く｡)若しくは大学院にお
いて、心理学を専修する学科(これに相当する課程を含む｡)若し
くは専攻を卒業若しくは修了した者又は令和2年3月までに卒業
若しくは修了見込みの者 

精神保健福祉士 
 

精神保健福祉士の資格を現に有する者又は令和 2 年春季までに
実施される資格取得の国家試験に合格し、資格を取得する見込み
の者 

福祉 
 
 
 
 
 

社会福祉士の資格を現に有する者若しくは令和 2 年春季までに
実施される資格取得の国家試験に合格し、資格を取得する見込み
の者又は学校教育法に基づく大学(短期大学を除く｡)において、
心理学、教育学若しくは社会学を専修する学科(これに相当する
課程を含む｡)を卒業した者若しくは令和2年3月までに卒業見込
みの者 

薬学 
 

薬剤師の免許を現に有する者又は令和 2年春季までに実施され
る免許取得の国家試験に合格し、免許を取得する見込みの者 

保健師 
 

保健師の免許を現に有する者又は令和 2年春季までに実施され
る免許取得の国家試験に合格し、免許を取得する見込みの者 

管理栄養士 
 

管理栄養士の免許を現に有する者又は令和 2 年春季までに実施
される免許取得の国家試験に合格し、免許を取得する見込みの者 

 

職員採用候補者試験（大学卒程度） 

警察官Ａ採用候補者試験（大学卒） 



４ 試験日程・会場 
  (1)受 付 期 間   ５月１５日(水) ～ ５月３１日(金)   
  (2)第１次試験   ６月２３日(日) 
   (3)試 験 会 場  金沢：石川県立金沢二水高等学校 
           東京：中央大学理工学部 
          大阪：関西大学千里山キャンパス 
          ※今年度より、大阪会場でも第１次試験を実施 
 
 
Ⅱ 石川県警察官Ａ採用候補者試験（大学卒） 
 １ 試験区分及び採用予定人員 

 

試験区分 採用予定人員 

警察官Ａ 40名程度 (40) 

警察官Ａ（武道指導） 1名程度 (1) 

女性警察官Ａ 5名程度 (6) 

合計 46名程度 (47) 

   （参考）( )内の数値は昨年度のもの 
 
２ 受験資格（年齢等） 

試験区分 受験資格 

警察官Ａ 
 

昭和 63年 4月 2日から平成 11年 4月 1
日までに生まれた男子 

学校教育法に規定する大学 
の学部を卒業した者又は令
和 2年 3月までに卒業する見
込みの者(これらの者と同等
の資格があると石川県人事
委員会が認める者を含む。) 

警察官Ａ 
(武道指導) 
女性警察官Ａ 
 

昭和 63年 4月 2日から平成 11年 4月 1
日までに生まれた女子 

 
ただし、警察官Ａ(武道指導)については、次のいずれかの要件が必要です。 

ア 柔道 段位が３段以上 
イ 剣道 段位が４段以上(大学卒業見込みの者に限り３段を含む｡) 

 
 ３ 試験日程・会場 
 (1)受 付 期 間   ５月２２日(水) ～ ６月１４日(金)  
 (2)第１次試験   筆記試験 ７月１４日(日) 
          体力試験 ７月２０日(土) 

       体力試験は、７月１７日(水)に受験番号が掲示された者に限り、受験できます。 
        掲示場所：石川県人事委員会事務局前、石川県ホームページ 

 (3)試 験 会 場   筆記試験 金沢：石川県立金沢伏見高等学校 
                           東京：明治大学中野キャンパス   
          体力試験 石川県警察学校 

 
 

Ⅲ 試験申込書交付場所 
石川県人事委員会事務局、石川県行政情報サービスセンター、石川県東京事務所、石川県大阪事務
所、大聖寺土木事務所、小松県税事務所、石川農林総合事務所、羽咋土木事務所、中能登総合事務
所、奥能登総合事務所、珠洲土木事務所 
(石川県警察官Ａ採用候補者試験については、上記事務所のほか、石川県警察本部警務課、県内の
各警察署、交番及び駐在所でも交付します。) 

 
 
Ⅳ 試験申込み受付及び問合せ先 
１ 

 
石川県職員採用候補者試験（大学卒程度） 
石川県人事委員会事務局 （〒920-8580 金沢市鞍月 1丁目 1番地  TEL076-225-1871） 

２ 
 
 

石川県警察官Ａ採用候補者試験（大学卒） 
石川県人事委員会事務局 
石川県警察本部警務課（〒920-8553 金沢市鞍月 1丁目 1番地 TEL076-225-0110） 

 


