
北 海 道 行 政 職 員 採 用 試 験
令和５年度（2023年度） 総合案内

公立小中学校事務職員採用試験

この総合案内は、令和５年度（2023年度）に実施する予定の北海道行政職員等採用試験の受験を検討されている方に、試験の概要をお知らせするものです。この案内に記載している試験の日程や受験資格、試験の方法等は、
変更する場合がありますので、詳細はそれぞれの試験案内で必ずご確認ください。

試験の種類 試験区分 採用予定数 申込受付期間等 第１次試験 第２次・第３次試験 最終合格発表日 受験資格 試験種目（予定）

［試験案内公表日］ ［試験日］ 第２次試験 ○ 次のいずれかに該当する者 ※２ 第１次試験

一般行政Ａ(第１回) 160 ３月８日(水) ５月14日(日) ８月中旬 ○職務基礎力試験
－小論文試験－ １ 平成５年(1993年)４月２日から

…択一式による筆記試験［申込受付期間］ ［試験地］ ［試験日］６月18日(日） 平成14年(2002年)４月１日までに
３月22日(水) 札幌市、東京都 ［試験地］札幌市、東京都 生まれた者 第２次試験
～３月31日(金)

○小論文試験※１ ［合格発表日］ －個別面接－ ２ 平成14年(2002年)４月２日以降に

６月２日(金) ［試験日］７月中旬～下旬 生まれた者で次に掲げる者 ＊個別面接の参考とするため
教育行政Ａ(第１回) 40 ［試験地］札幌市 適性検査を実施

○個別面接
(1)学校教育法に基づく大学（短期大
学を除く。）を卒業した者及び令
和６年(2024年)３月31日までに卒

［試験案内公表日］ ［試験日］ 第２次試験 業見込みの者並びに人事委員会が 第１次試験

一般行政Ａ(第２回) 35 ７月20日(木) ９月24日(日) 12月中旬 これらの者と同等の資格があると ○職務基礎力試験
［試験日］11月中旬～下旬 認める者 …択一式による筆記試験

［申込受付期間］ ［試験地］ ［試験地］札幌市 ※６
８月14日(月)

札幌市、東京都
〇小論文試験(第２次試験で評定)

～８月23日(水) (2)総合土木Ａ（専門試験口述型）に
＊第２次試験(個別面接)の参考と［合格発表日］

ついては、短期大学又は高等専門 するため適性検査を実施10月13日(金)
学校を卒業した者及び令和６年

教育行政Ａ(第２回) 12 (2024年)３月31日までに卒業見込 第２次試験
みの者並びに人事委員会がこれら ○個別面接
の者と同等の資格があると認める
者

※７
［試験案内公表日］ ［試験日］ 第２次試験 第１次試験

Ａ ４月17日(月) ６月18日(日) ７月下旬 ○ 普及職員（農業）Ａ（専門試験口
北 海 道

［試験地］
［試験日］ 述型）については、上記の１及び 〇職務基礎力試験

行 政 職 員 区 警察行政Ａ(第１回) 50 ［申込受付期間］
札幌市、東京都

７月上旬～中旬 ２(1)に加え別に定める要件を満 …択一式による筆記試験
採 用 試 験

５月８日(月) たす者
分 ～５月18日(木) ［合格発表日］ ［試験地］ ※８ 〇小論文試験(第２次試験で評定)

※１ ６月30日(金) 札幌市
＊第２次試験(個別面接)の参考と
するため適性検査を実施

［試験案内公表日］ ［試験日］ 第２次試験 第２次試験
７月20日(木) ９月24日(日) 11月下旬

［試験地］
［試験日］ ○個別面接

警察行政Ａ(第２回) 20 ［申込受付期間］ 札幌市、東京都 10月下旬
８月14日(月)
～８月23日(水) ［合格発表日］ ［試験地］

10月13日(金) 札幌市

第１次試験
農業土木 12 ［試験案内公表日］ ［試験日］ 第２次試験

総合土木Ａ ３月８日(水） ５月14日(日) ６月下旬 〇職務基礎力試験
（専門試験 ［試験日］ …択一式による筆記試験

口述型) ［申込受付期間］ [試験地] ６月中旬
(第１回)※３ 建設土木 20 ３月22日(水) 札幌市、東京都 ＊第２次試験(個別面接)の参考と

～３月31日(金) ［試験地］ . するため適性検査及び専門性確認
※４ ［合格発表日］ 札幌市 シート作成を実施

５月26日(金)
普及職員 ※５ 第２次試験
（農業）Ａ 普及職員 21 〇専門性の確認のための個別面接（専門試験 （農業） 〇人物評価に係る個別面接口述型)
（第１回）※３



試験の種類 試験区分 採用予定数 申込受付期間等 第１次試験 第２次・第３次試験 最終合格発表日 受験資格 試験種目（予定）

環境科学Ａ 4
［試験案内公表日］ ［試験日］ 第２次試験 ○ 次のいずれかに該当する者 ※２ 第１次試験

社会福祉Ａ(第１回) 17 ４月17日(月) ６月18日(日) ７月下旬
［試験日］ １ 平成５年(1993年)４月２日から 〇職務基礎力試験

農業Ａ 19 ［申込受付期間］ ［試験地］ ７月上旬～中旬 平成14年(2002年)４月１日までに …択一式による筆記試験
５月８日(月) 札幌市、函館市、東京都 生まれた者

水産Ａ(第１回) 5 ～５月18日(木) ［試験地］ 〇専門試験
［合格発表日］ 札幌市 ２ 平成14年(2002年)４月２日以降に …択一式による筆記試験

林業Ａ(第１回) 6 ６月30日(金) 生まれた者で次に掲げる者
＊第２次試験(個別面接)の参考と

農業土木 6 (1)学校教育法に基づく大学(短期大 するため適性検査を実施

総合土木Ａ
学を除く。)を卒業した者及び令

(知事) 15 和６年(2024年)３月31日までに卒
建設土木 17 業見込みの者並びに人事委員会が 第２次試験

(企業局) 2 これらの者と同等の資格があると
認める者 ○個別面接

建築Ａ(第１回) 8 ※６

Ａ 普及職員(農業)Ａ 21 (2)総合土木Ａ（専門試験口述型を含
む）及び建築Ａについては、短期

区 普及職員(水産)Ａ(第１回) 6 大学又は高等専門学校を卒業した
者及び令和６年(2024年)３月31日

分 社会福祉Ａ(第２回) 8 までに卒業見込みの者並びに人事
［試験案内公表日］ ［試験日］ 第２次試験 11月下旬 委員会がこれらの者と同等の資格

水産Ａ(第２回) 2 ７月20日(木) ９月24日(日) があると認める者
［試験日］ ※７

林業Ａ(第２回) 2 ［申込受付期間］ ［試験地］ 10月下旬
８月14日(月) 札幌市、東京都 ○ 普及職員（農業）Ａ（専門試験口

建築Ａ(第２回) 2 ～８月23日(水) ［試験地］ 述型を含む）及び普及職員（水産）
［合格発表日］ 札幌市 Ａについては、上記の１及び２(1)

普及職員(水産)Ａ(第２回) 2 10月13日(金) に加え別に定める要件を満たす者
北 海 道 ※８
行 政 職 員 総合土木Ａ 農業土木 2 第１次試験
採 用 試 験 （専門試験

○職務基礎力試験口述型)
…択一式による筆記試験

(第２回）※３ 建設土木 10

＊第２次試験(個別面接)の参考と
普及職員 するため適性検査及び専門性確認
（農業）Ａ シート作成を実施
（専門試験 普及職員 10

口述型) （農業） 第２次試験
(第２回）※３ 〇専門性の確認のための個別面接

〇人物評価に係る個別面接

第１次試験一般行政Ｂ 120
［試験案内公表日］ ［試験日］ 第２次試験 平成14年(2002年)４月２日から
６月12日(月) ９月24日(日) 11月中旬 平成18年(2006年)４月１日まで 〇教養試験

教育行政Ｂ 20 ［試験日］ に生まれた者 …択一式による筆記試験
［申込受付期間］ ［試験地］ 10月中旬～下旬 ※２
６月26日(月) 振興局所在地(14ヶ所) 〇作文試験《一般行政Ｂ、教育行政警察行政Ｂ 30
～７月７日(金) ［試験地］ Ｂ、警察行政Ｂに限る。》(第２次

［合格発表日］ 札幌市、函館市、旭川市、 試験で評定)
農業Ｂ 9 10月11日(水) 網走市、帯広市、釧路市

Ｂ （ただし、農業Ｂ、水産Ｂ、 〇専門試験《作文試験を実施する試
林業Ｂ、総合土木Ｂ、建築Ｂ 験区分を除く。》

区
水産Ｂ 2

の試験区分は、札幌市のみ。） 水産Ｂ…記述式による筆記試験
その他…択一式による筆記試験

分 林業Ｂ 26

＊第２次試験(個別面接)の参考と
農業土木 18 するため適性検査を実施

総合土木Ｂ (知事) 20 第２次試験
建設土木 22

(企業局) 2 ○個別面接

建築Ｂ 3



試験の種類 試験区分 採用予定数 申込受付期間等 第１次試験 第２次・第３次試験 最終合格発表日 受験資格 試験種目（予定）

［試験案内公表日］ ［試験日］ 第２次試験 昭和45年(1970年)４月２日から 第１次試験
３月1日(水) ５月14日(日) ８月下旬 昭和61年(1986年)４月１日までに

［試験日］ 生まれた者 ※２ ○職務基礎力試験
［申込受付期間］ ［試験地］ ６月下旬 …択一式による筆記試験
３月13日(月) 札幌市
～３月22日(水) ［試験地］ ＊第２次試験以降(個別面接)の

一般行政Ｃ（経験不問枠） 20 ［合格発表日］ 札幌市 参考とするため適性検査を実施
６月２日(金)

［合格発表日］
７月中旬 第２次試験

○個別面接
第３次試験

［試験日］ 第３次試験
８月上旬

○個別面接
［試験地］
札幌市

教育行政Ｃ（経験不問枠） 4

Ｃ
北 海 道
行 政 職 員 区
採 用 試 験

分 ［試験案内公表日］ ［試験日］ 第２次試験 ○ 次のいずれにも該当する者 ※２ 第１次試験
７月18日(火) ９月24日(日) 12月中旬

［試験日］ １ 昭和39年(1964年)４月２日から ○職務基礎力試験
［申込受付期間］ ［試験地］ 10月下旬 平成５年(1993年)４月１日までに …択一式による筆記試験
７月31日(月) 札幌市、東京都 生まれた者
～８月10日(木) ［試験地］ ＊第２次試験以降(個別面接)の

一般行政Ｃ 30 ［合格発表日］ 札幌市、東京都 ２ 民間企業等における職務経験が 参考とするため適性検査を実施
10月13日(金) ５年以上の者

［合格発表日］ (令和５年(2023年)７月末日現在）
11月上旬 ※９ 第２次試験

※10
○個別面接

第３次試験

［試験日］ 第３次試験
11月下旬

○個別面接
［試験地］
札幌市

教育行政Ｃ 4



試験の種類 試験区分 採用予定数 申込受付期間等 第１次試験 第２次・第３次試験 最終合格発表日 受験資格 試験種目（予定）

［試験案内公表日］ ［試験日］ 第２次試験 ○ 次のいずれにも該当する者 ※２ 第１次試験
環境科学Ｃ 2 ７月18日(火) ９月24日(日) 12月中旬

［試験日］ １ 昭和39年(1964年)４月２日から 〇専門試験
［申込受付期間］ ［試験地］ 11月上旬 平成５年(1993年)４月１日までに 環境科学Ｃ、農業Ｃ、
７月31日(月) 札幌市、東京都 生まれた者 普及職員（農業）Ｃ
～８月10日(木) ［試験地］ …記述式による筆記試験

［合格発表日］ 札幌市 ２ 民間企業等における職務経験が
社会福祉Ｃ 10 10月13日(金) ５年以上の者 社会福祉Ｃ、水産Ｃ、林業Ｃ

(令和５年(2023年)７月末日現在） 総合土木Ｃ、建築Ｃ、
※９ 普及職員（水産）Ｃ
※10 …択一式による筆記試験

○ 普及職員（農業）Ｃ及び普及職員 ※令和５年度から
農業Ｃ 1 （水産）Ｃについては、上記の１ 建築Ｃで択一式試験を実施

及び２に加え別に定める要件を満
たす者 ＊第２次試験(個別面接)の参考

※８ とするため適性検査を実施

水産Ｃ 1 第２次試験

○個別面接

林業Ｃ 1
Ｃ

北 海 道
行 政 職 員 区
採 用 試 験

分
農業土木 1

総合土木Ｃ

（知事 ）20

建設土木 21

（企業局） 1

建築Ｃ 2

普及職員(農業)Ｃ 13

普及職員(水産)Ｃ 3



試験の種類 試験区分 採用予定数 申込受付期間等 第１次試験 第２次・第３次試験 最終合格発表日 受験資格 試験種目（予定）

［試験案内公表日］ ［試験日］ 第２次試験 ○ 次のいずれかに該当する者 ※２ 第１次試験
７月20日(木) ９月24日(日) 12月中旬 １ 平成５年(1993年)４月２日から

［試験日］ 平成14年(2002年)４月１日までに 〇職務基礎力試験
［申込受付期間］ ［試験地］ 11月中旬～下旬 生まれた者 …択一式による筆記試験

Ａ
８月14日(月) 札幌市、東京都
～８月23日(水) ［試験地］ ２ 平成14年(2002年)４月２日以降に 〇小論文試験(第２次試験で評定)

区 公立小中学校事務Ａ 28
［合格発表日］ 札幌市 生まれた者で学校教育法に基づく
10月13日(金) 大学（短期大学を除く。）を卒業 ＊第２次試験(個別面接)の参考と

分
した者及び令和６年(2024年)３月 するため適性検査を実施
31日までに卒業見込みの者並びに
人事委員会がこれらの者と同等の 第２次試験
資格があると認める者

※６ ○個別面接

［試験案内公表日］ ［試験日］ 第２次試験 平成14年(2002年)４月２日から 第１次試験
６月12日(月) ９月24日(日) 11月中旬 平成18年(2006年)４月１日までに

［試験日］ 生まれた者 ※２ 〇教養試験
［申込受付期間］ ［試験地］ 10月中旬～下旬 …択一式による筆記試験

Ｂ
６月26日(月) 振興局所在地（14ヶ所）
～７月７日(金) ［試験地］ 〇作文試験（第２次試験で評定）

区 公立小中学校事務Ｂ 7 ［合格発表日］ 札幌市、函館市、旭川市、
10月11日(水) 網走市、帯広市、釧路市 ＊第２次試験(個別面接)の参考と分

するため適性検査を実施

第２次試験

○個別面接

公立小中学校 ［試験案内公表日］ ［試験日］ 第２次試験 昭和45年(1970年)４月２日から 第１次試験
事 務 職 員

３月１日(水) ５月14日(日) ８月下旬 昭和61年(1986年)４月１日までに
採 用 試 験

［試験日］ 生まれた者 ※２ ○職務基礎力試験
［申込受付期間］ ［試験地］ ６月下旬 …択一式による筆記試験
３月13日(月) 札幌市 ［試験地］
～３月22日(水) 札幌市 ＊第２次試験以降(個別面接)の

公立小中学校事務Ｃ ［合格発表日］ ［合格発表日］ 参考とするため適性検査を実施
（経験不問枠） 2 ６月２日(金) ７月中旬

第２次試験
第３次試験

○個別面接
［試験日］
８月上旬 第３次試験

Ｃ ［試験地］
札幌市 ○個別面接

区

分 ［試験案内公表日］ ［試験日］ 第２次試験 ○ 次のいずれにも該当する者 ※２ 第１次試験
７月18日(火) ９月24日(日) 12月中旬 １ 昭和39年(1964年)４月２日から

［試験日］ 平成５年(1993年)４月１日までに ○職務基礎力試験
［申込受付期間］ ［試験地］ 10月下旬 生まれた者 …択一式による筆記試験
７月31日(月) 札幌市、東京都 ［試験地］
～８月10日(木) 札幌市、東京都 ２ 民間企業等における職務経験が ＊第２次試験以降(個別面接)の

［合格発表日］ ［合格発表日］ ５年以上の者 参考とするため適性検査を実施
公立小中学校事務Ｃ 9 10月13日(金) 11月上旬 (令和５年(2023年)７月末日現在）

※９ 第２次試験
第３次試験 ※10

○個別面接
［試験日］
11月下旬 第３次試験

［試験地］
札幌市 ○個別面接



※１ 一般行政Ａ（第１回）及び教育行政Ａ（第１回）と、警察行政Ａ（第１回）は併願はできないものとする。

※２ 次のいずれかに該当する者は受験できないものとする。
(1)日本国籍を有しない者（普及職員（農業）Ａ、普及職員（農業）Ｃ、普及職員（水産）Ａ及び普及職員（水産）Ｃを除く。）
(2)地方公務員法第16条各号のいずれかに該当する者

※３ 総合土木Ａ（専門試験口述型）及び普及職員（農業）Ａ（専門試験口述型）とは、第１次試験の筆記による専門試験に代え、第２次試験で専門性の確認のための個別面接を実施する試験を
いう。

※４ 総合土木Ａ（専門試験口述型）（第１回）と総合土木Ａは併願はできないものとする。

※５ 普及職員（農業）Ａ（専門試験口述型）（第１回）と普及職員（農業）Ａは併願はできないものとする。

※６ 「人事委員会がこれらの者と同等の資格があると認める者」は以下のとおりとする。
(1)学校教育法第102条第２項の規定に基づき大学院に入学したことのある者
(2)学校教育法第104条第７項第１号の規定に基づき学士の学位を授与された者
(3)学校教育法第104条第７項第２号に規定する課程を修了した者及び令和６年(2024年)３月31日までに当該課程を修了する見込みの者
(4)学校教育法施行規則第155条第１項第２号から第４号の２までに規定する課程を修了した者及び令和６年(2024年)３月31日までに当該課程を修了する見込みの者
(5)学校教育法に基づく専修学校の専門課程のうち、学校教育法施行規則第155条第１項第５号の規定に基づき文部科学大臣が指定した課程を修了した者
（同号の規定に基づき文部科学大臣が定める日以後に修了した者に限る。）及び令和６年(2024年)３月31日までに当該課程を修了する見込みの者

※７ 「人事委員会がこれらの者と同等の資格があると認める者」は以下のとおりとする。
(1)学校教育法に基づく高等学校の専攻科の課程のうち、同法第58条の２の文部科学大臣の定める基準を満たす課程を修了した者及び令和６年(2024年)３月31日までに
当該課程を修了する見込みの者

(2)学校教育法に基づく専門職大学の前期課程を修了した者及び令和６年(2024年)３月31日までに当該課程を修了する見込みの者
(3)学校教育法に基づく専修学校の専門課程のうち、同法第132条の文部科学大臣の定める基準を満たす課程を修了した者及び令和６年(2024年)３月31日までに当該課程を修了する見込みの者
(4)農業改良助長法第７条第１項第５号に掲げる事業等を行う農業者研修教育施設（修業年限２年以上のものに限る。）の卒業者及び令和６年(2024年)３月31日までに
当該農業者研修教育施設を卒業する見込みの者

(5)職業能力開発促進法第16条第１項若しくは第２項の規定に基づき国若しくは都道府県が設置した職業能力開発短期大学校若しくは職業能力開発大学校の専門課程
（以下この(5)において「短期大学校等の専門課程」という。）又は同法第27条に規定する職業能力開発総合大学校の特定専門課程を修了した者及び令和６年(2024年)３月31日までに
短期大学校等の専門課程又は当該特定専門課程を修了する見込みの者

(6)森林法施行令第９条の規定に基づき農林水産大臣が指定する教育機関（修業年限２年以上のものに限る。）の卒業者及び令和６年(2024年)３月31日までに当該教育機関を卒業する見込みの者
(7)学校教育法施行規則第155条第２項第５号から第７号までに規定する課程を修了した者及び令和６年(2024年)３月31日までに当該課程を修了する見込みの者
(8)国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構において、園芸又は茶業に必要な学理及び技術の修得を目的として行う長期研修の課程（研修期間２年以上のものに限る。）
の卒業者及び令和６年(2024年)３月31日までに当該課程を卒業する見込みの者

(9)都府県の条例等の規定に基づく農業講習所（修業年限２年以上のものに限る。）の卒業者及び令和６年(2024年)３月31日までに当該農業講習所を卒業する見込みの者

※８ 次の試験区分の受験資格については、表中の受験資格に加えて、次の要件を満たす者とする。
(1)普及職員（農業）Ａ
学校教育法に基づく大学（短期大学を除く。）又は農業改良助長法施行規則第４条第１項第２号に該当する施設等を卒業又は令和６年(2024年)３月31日までに卒業見込みの者

(2)普及職員（水産）Ａ
学校教育法に基づく大学（短期大学を除く。）又は水産大学校において、水産業、生物、化学、食品製造、機械、電気、機関、電気通信、経済若しくは経営に関する正規の課程を修めて
卒業した者又は令和６年(2024年)３月31日までに卒業見込みの者

(3)普及職員（農業）Ｃ
学校教育法に基づく大学（短期大学を除く。）若しくは農業改良助長法施行規則第４条第１項第２号に該当する施設等を卒業若しくは令和６年(2024年)３月31日までに卒業見込みの者
又は農業改良助長法による普及指導員資格を有している者

(4)普及職員（水産）Ｃ
学校教育法に基づく大学（短期大学を除く。）若しくは水産大学校において、水産業、生物、化学、食品製造、機械、機関、電気通信、経済若しくは経営に関する正規の課程を修めて
卒業した者若しくは令和６年(2024年)３月31日までに卒業見込みの者又は水産業普及指導員資格を有している者若しくは水産業普及指導員資格試験の受験資格を有する者

※９ 民間企業等での職務経験は、次のものを含むものとする。
なお、正規職員としての職務のほか、派遣職員やアルバイト、パートなどでの勤務も職務経験の対象とする。

(1)ＮＰＯ等の非営利法人での勤務経験
(2)国又は地方自治体での勤務経験（任期付職員としての勤務経験も職務経験期間に通算する。）
(3)ボランティア経験（ＪＩＣＡボランティア（青年海外協力隊）など継続して行うもので、証明可能なものに限る。）

※10 民間企業等における勤務経験の期間は、一つの法人等における勤務が継続して６月以上（平均して週20時間以上の勤務）であるものを対象とし、
個々の就業期間を通算できるものとする。

※11 試験の程度は、試験区分に応じて次のとおりとする。
(1)Ａ区分 大学卒程度
(2)Ｂ区分 高校卒程度
(3)Ｃ区分 大学卒程度

※12 次の試験区分については、受験者の希望に応じ点字による試験を実施する。
一般行政Ａ、教育行政Ａ、警察行政Ａ、公立小中学校事務Ａ、一般行政Ｂ、教育行政Ｂ、警察行政Ｂ、公立小中学校事務Ｂ
一般行政Ｃ（経験不問枠）、一般行政Ｃ、教育行政Ｃ（経験不問枠）、教育行政Ｃ、公立小中学校事務Ｃ（経験不問枠）、公立小中学校事務Ｃ

試験案内は、北海道人事委員会のホームページ（https://www.pref.hokkaido.lg.jp/hj/nny/index.html）から閲覧・ダウンロードしてください。
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