令和４（2022）年度 受験案内

栃木県警察官採用試験〔大学卒業者(男性)〕(第２回)※卒業見込者を含む
栃木県警察官採用試験〔高校卒業者等(男性・女性)〕(第２回)
栃木県警察官（特別区分）採用試験
〔武道指導（柔道・剣道）、サイバー犯罪捜査官〕
栃木県警察本部
警務部警務課人事係

〒320-8510 宇都宮市塙田 1-1-20（警察本部庁舎）

栃木県人事委員会

〒320-8501 宇都宮市塙田 1-1-20（県庁南館１階）
TEL 028-623-3313

ﾌﾘｰﾀﾞｲﾔﾙ 0120-48-6106 TEL 028-621-0110（代表）

新型コロナウイルス感染症の感染防止のため、第１次試験及び第２次試験とも試験当日の事前の検温及びマス
クの着用をお願いします。
なお、今後の感染拡大の状況によっては、試験日、試験会場、試験方法等を変更する場合がありますので、栃
木県人事委員会及び栃木県警察本部のホームページ及びツイッター等を適宜、御確認ください。

◎ 第１次試験 ９月 18 日（日） 栃木県警察学校
◎ 受 付 期 間 ７月８日（金）～ ８月 19 日（金）
できるだけインターネットでお申込みください。
インターネット申込みの場合は最終日の 17 時 15 分までに受信したものを、郵送申込
みの場合は最終日までの消印があるものを有効と扱います。

◎ 採用予定日 令和５（2023）年 ４月 1 日
１ 採用予定人員
大学卒業者（男性）

３名程度

高校卒業者等（男性）

２５名程度

高校卒業者等（女性）

７名程度

特
別
区
分

柔道

１～２名

剣道

１～２名

※第２回試験は大学卒業者(女性)の実施はあり
ません。

武道指導

サイバー犯罪捜査官

１～２名

（注）採用予定人員は、欠員の状況等により変更する場合があります。
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２ 受験資格
試験区分

年齢・性別

学歴等

大学卒業者
（男性）

平成元（1989）年４月２日以降
に生まれた男性

(1) 学校教育法に基づく大学（短期大学を除く。）を卒業した
人及び令和５（2023）年３月 31 日までに卒業見込みの人
(2) 栃木県人事委員会が(1)と同等の資格があると認める人

平成元（1989）年４月２日から
高校卒業者等
平成 17（2005）年４月１日まで
（男性）
に生まれた男性
上記以外の人
平成元（1989）年４月２日から
高校卒業者等
平成 17（2005）年４月１日まで
（女性）
に生まれた女性
柔道又は剣道に卓越した技能を有する人（学歴は問いませ
平成元（1989）年４月２日から
武道指導
ん。）
平成 17（2005）年４月１日まで
（柔道・剣道）
（「卓越した技能を有する」とは、３段相当以上の段位をい
に生まれた人
う。）
情報処理技術者試験（情報セキュリティマネジメント試験、
平成元（1989）年４月２日から
サイバー
ＩＴパスポート試験及び初級システムアドミニストレータ試
平成 17（2005）年４月１日まで
犯罪捜査官
験を除く。）又は情報処理安全確保支援士試験に合格した人（学
に生まれた人
歴は問いません。）
※「情報処理安全確保支援士試験に合格した人」には、情報セキュリティスペシャリスト試験の合格者も含み
ます。詳細については、栃木県人事委員会事務局又は栃木県警察本部警務課までお問い合わせください。
次のいずれかに該当する人は受験できません。
ア 日本の国籍を有しない人
イ 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの人
ウ 栃木県職員として懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から２年を経過しない人
エ 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張す
る政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した人

３ 試験の日時、場所及び合格者発表
日

区分

第一次試験

受
付
説
明
教養試験
作文試験
専門試験

時

場

９月 18 日（日）
武道指導
サイバー
大卒・高卒等
(柔道・剣道) 犯罪捜査官
8:45～ 9:20 8:45～ 9:20 8:45～ 9:20
9:30～10:00 9:30～10:00 9:30～10:00
10:00～12:00 10:00～12:00 10:00～12:00
13:00～14:00 13:00～14:00 13:00～14:00
14:30～16:30 14:30～16:00

第二次試験

身体・体力・
10 月 18 日(火) 又は 19 日(水)
適性検査 ※１
口述試験 ※２

11 月 15 日(火)～18 日(金)の
いずれか指定する１日

所

合格者発表 ※３

第１次合格者は、９月 29 日
(木)(予定)に県庁屋外掲示場に
受験番号を掲示して発表するほ
か、県ホームページに掲載しま
す。
栃木県警察学校
また、合格者に通知します。
(宇都宮市若草
2-3-76)
最終合格者は、12 月１日
(木)(予定)に県庁屋外掲示場に
受験番号を掲示して発表するほ
か、県ホームページに掲載しま
す。
また、合格者のみ通知しま
す。

※１ 具体的な日時等は、第１次合格通知でお知らせします。
※２ 具体的な日時等は、身体・体力・適性検査日にお知らせします。
※３ 合格者の受験番号は、栃木県人事委員会ホームページ（右のＱＲコード）に掲載します。
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４ 試験の種目（配点）及び内容
区分 種目（配点）

教養試験
（100 点）
※特別区分は
（50 点）

内

容

警察官として必要な一般的知識及び知能について、択一式による筆記試験を行います。
試験の程度は、試験区分〔大学卒業者〕は大学卒業程度、試験区分〔高校卒業者等〕及び特
別区分〔武道指導、サイバー犯罪捜査官〕は高校卒業程度で、出題分野は次のとおりです。
（120 分：50 題出題）
社会科学、人文科学、自然科学、文章理解、判断推理、数的推理、資料解釈

第一次試験

武道についての技術の習熟度や技量について実技試験を行います。（道着、
防具等を持参してください。）
武道指導
専門試験
（50 点）
※特別区分のみ
サイバー
犯罪捜査官

作文試験
（50 点）

柔道

受身（各種受身を３回程度）、打ち込み（得意技２本、課題技１本
を各 20 回程度）、乱取り（３回程度）

剣道

掛り稽古、互角稽古、指導稽古（各３回程度）

サイバー犯罪捜査等に従事する警察官として必要な専門的知識について、記
述式による筆記試験を行います。
試験の程度は、情報処理技術者試験（情報セキュリティマネジメント試験、
ＩＴパスポート試験及び初級システムアドミニストレータ試験を除く。）合格
相当以上です。

警察官として必要な表現力等について、記述式による試験を行います。（60 分：800 字程度）
作文試験は、第１次試験日に実施しますが、採点は第２次試験で行いますので、第１次試験
合格者の作文についてのみ採点します。また、第１次試験日に作文試験を受験しなかった場合
は、試験を不合格とします。
※令和３（2021）年度課題
「あなたがストレスを感じることとその解消方法について」（大学卒業者）
「これまでに最も努力したことについて」（高校卒業者等、特別区分）
身体検査については、次の基準により検査します。

第二次試験

身体検査
（－）

視 力

両眼とも、裸眼視力が 0.6 以上又は矯正視力が 1.0 以上

色 覚

職務遂行に支障がないこと。

職務遂行に支障のない身体的状態であること。
血液検査（肝機能・血糖・梅毒）及び尿検査（糖尿・蛋白・肝機能・腎機能）も行
います。
体力検査については、次の方法により検査します。
前後左右跳び、その場駆け足、腕立伏せ、上体起こし等

その他
体力検査
（－）
適性検査
（－）

警察官として職務遂行に必要な素質及び適性を有するかについて検査します。

口述試験 （集団面接 50 点） 主として人物について、集団面接（１グループ約 30 分）及び個別面接
（350 点） （個別面接 300 点）（１人約 25 分）による試験を行います。
資格加点
（30 点）
資 格 調査

別欄「○資格加点について」に掲げる資格を有する場合は、一定点を加点します。
受験資格の有無、申込書記載事項の真否等について調査します。

（備考）
１ 最終合格者は、第１次試験の得点と第２次試験の得点を合計した総合得点の高い順に決定します。ただし、教養試験、
専門試験、作文試験及び個別面接試験の得点にはそれぞれ合格基準を定めており、この基準に達しない場合は、他の試
験の得点にかかわらず不合格となります。また、身体検査の基準に達しない場合も、他の試験の得点にかかわらず不合
格となります。
２ スポーツで、
全国規模で行われる大会への出場経歴がある場合、
第２次試験の個別面接試験の際に評価要素とします。
３ 試験問題（教養試験及び専門試験）の一部例題を公表しています。例題の数は教養試験が３題、専門試験が２題です。
例題は、栃木県人事委員会のホームページ又は県民プラザ（県庁本館２階）において閲覧できます。
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○資格加点について
・Ⅰ～Ⅶの区分において、次に掲げる資格に対して、第２次試験で点数を加点します。
・１つの区分について１つの資格が申請でき、複数の区分の資格を持っている場合は、３つの区分まで申請できます。
・受験する試験区分と同一の資格加点区分での加点は認められません（例えば、「柔道」の試験区分に申し込んでいる
場合は、「Ⅵ 柔道」の資格加点は申請できません。「Ⅶ 剣道」の申請は可能です。）
・申請できる資格は、第１次試験日までに当該資格取得済みのものに限ります。
・申請方法の詳細は、第１次合格通知でお知らせします。
・配点は各区分 10 点です。

区 分

Ⅰ 英語

資 格

区 分

① 実用英語技能検定（英検） ２級以上
② ＴＯＥＩＣ 470 点以上
③ ＴＯＥＦＬ <ＰＢＴ>460 点以上
<ＣＢＴ>140 点以上
<iＢＴ> 48 点以上
④ 国際連合公用語英語検定（国連英検）
Ｃ級以上

① 中国語検定 ３級以上
② 漢語水平考試（ＨＳＫ） ４級以上
Ⅱ 中国語
③ 中国語コミュニケーション能力検定
（ＴＥＣＣ） 400 点以上

資 格

Ⅲ 韓国語

① ハングル能力検定 準２級以上
② 韓国語能力試験 ４級以上

Ⅳ 財務

日商簿記検定 ２級以上

Ⅴ 情報

情報処理技術者試験又は情報処理安全確
保支援士試験（国家試験）に合格した人

Ⅵ 柔道

初段以上（講道館認定に限る。）

Ⅶ 剣道

初段以上（全日本剣道連盟認定に限る。）

５ 採用
(1) 最終合格者は、令和５(2023)年４月１日採用予定です。ただし、大学卒業者（男性）のうち、大学卒業見込みの
人は、令和５(2023)年３月 31 日までに卒業できなかった場合は、採用されません。
(2) 採用決定後は巡査に任命され、栃木県警察学校に入校し、初任科生として一定期間の初任教養を受けた後、県内
の各警察署（交番）に配属されます。

６ 給与及び待遇
(1) 給料及び諸手当
令和４（2022）年４月１日現在における初任給（給料）は大学卒で 215,800 円、短大卒で 199,000 円、高校卒で
183,700 円ですが、官公庁、会社等に勤務した経験のある人は一定の基準により加算されます｡
このほか、扶養手当、地域手当（県内勤務の場合は 3.5％）、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、超過勤務手
当、休日給、夜勤手当、期末手当、勤勉手当等がそれぞれの条件によって支給されます。
(2) 被服
制服等が現品で支給されます。
(3) 住宅
警察学校や各警察署には、職員住宅、独身寮があります。
(4) 医療
地方公務員等共済組合法により、本人・扶養する家族とも病気にかかったときは３割（義務教育就学前の場合は
２割）負担で治療が受けられます。警察本部には保健室があり、常勤の保健師が健康相談に応じています。
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７ 受験手続
申込方法によって受付終了時刻が異なるので注意してください。
○ インターネット（電子申請）による場合
・栃木県人事委員会のホームページにアクセスして、「インターネット申込み」（右のＱＲコー
ド）のページを必ず最後まで読んでから申し込んでください。
申込方法

・電子申請による申込み後、10 分以内に「申込完了通知メール」（到達のお知らせ）が電子メールで送信さ
れますので、必ず内容を確認してください。このメールが届かないときは、申込みがなされていませんの
で、すみやかに栃木県警察本部警務課（TEL:0120-48-6106）まで電話でお問い合わせください。

受付期間
留意事項

・７月８日（金）８時 30 分～８月 19 日（金）17 時 15 分（受信有効）
・手続に時間のかかる場合がありますので、余裕を持って早めに申込手続を行ってください。
・電子申請システムの臨時保守のため、受付期間でも申込みができない場合があります。
・パソコン等の機種や環境等により利用できない場合があります。
・使用するパソコン等や通信回線上の障害等によるトラブルについては、一切責任を負いません。

受験票の
作
成

・申込みの審査終了後、「審査終了と受験票発行予定のお知らせ」が電子メールで送信されます。（申請か
ら３日以内（土・日・祝日は含まない。））
・３日経過しても「審査終了と受験票発行予定のお知らせ」のメールが届かない場合は、直ちに栃木県警察
本部警務課に電話でお問い合わせください。
・Ａ４サイズの用紙に印刷後、手順に沿ってはがきサイズにし、写真を貼って署名の上、第１次試験当日に
持参してください。

○ 郵送による場合（上記インターネットによる申込みができない場合）
・栃木県人事委員会のホームページにアクセスして、「試験区分・試験日程・受験案内」（右
のＱＲコード）のＨＴＭＬ版から様式をプリントアウトしてください。
・所定の申込書及び受験票に必要事項を記入し、次のところまで郵送してください。
〒320-8510 宇都宮市塙田 1-1-20
栃木県警察本部警務課
申込方法

受付期間
受験票の
作
成

・Ａ４サイズの用紙に印刷後、受験票を切り離して郵便はがき（63円）の裏面に貼り、表面には送付先の住
所及び氏名を明記してください。
・申込みのときには受験票に写真を貼らないでください。
・受験票は申込書の封筒に同封し、封筒の表に「警察官試験受験申込」と朱書きし、裏には住所及び氏名を
必ず書いてください。
・申込書及び受験票は信書に該当しますので、「郵送」は日本郵便株式会社による信書の送達に限ります。
（いわゆる「メール便」による申込みの場合には受付できません。）
なお、普通郵便による郵送で事故が発生した場合の責任は負いかねますので、簡易書留郵便等の確実な方
法により申し込んでください。
７月８日（金）～８月19日（金）（消印有効）
・申込書及び受験票を郵送後、10 日以内に受験票が返送されない場合は、栃木県警察本部警務課に電話でお
問い合わせください。
・受験票が返送されたら写真を貼って、第１次試験当日に持参してください。

８ 試験結果の簡易開示
試験の結果については、栃木県個人情報保護条例（平成 13 年栃木県条例第３号）第 25 条の規定により、口頭で開
示を請求することができます。開示を希望する場合は、受験者本人が顔写真付き身分証明書（マイナンバーカード、
運転免許証、学生証等）を持参の上、土・日・祝日を除く８時 30 分から 17 時 15 分までの間に栃木県人事委員会事務
局にお越しください。電話、はがき等による開示請求はできません。（棄権者は開示請求できません。また、作文試
験を受験しなかった場合は、第１次試験を不合格とします。特別区分については、第１次試験において、教養試験を
受験しても専門試験を受験しなかった場合は、棄権したものとみなします。）
開示請求できる人
開示期間
開示する内容
開示場所
第１次試験不合格者
第２次試験受験者

栃木県人事委員会事務局
第１次合格者発表の日から１か月間 種目別得点、
総合得点
（土･日・祝日を除く８:30
及び総合順位
最終合格者発表の日から１か月間
～17:15）
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令和３（2021）年度栃木県警察官採用試験（第２回）実施状況
試験区分
受験者数
最終合格者数
大学卒業者（男性）
24 名
5名
高校卒業者等（男性）
90 名
30 名
高校卒業者等（女性）
26 名
8名
特別区分〔武道指導（柔道）〕
0名
特別区分〔武道指導（剣道）〕
2名
0名
特別区分〔サイバー犯罪捜査官〕
1名
1名

至細谷車庫
と ち ぎ
福祉プラザ

①
宇都宮中央
高校

国
道
１
１
９
号

試

交番

栃木県
警察学校

国立病院機構
栃木病院

競輪場通り
桜
通
り
護国
神社

作新
学院

足利
銀行

交番

清
住
通
り

Ｊ
Ｒ
宇
都
宮
線

競争倍率
4.8 倍
3.0 倍
3.3 倍
1.0 倍

験

会

場

案

内

○栃木県警察学校
JR 宇都宮駅・東武宇都宮駅前から関東バス（宝木団地行
き（西塙田経由を除く。）、又は細谷車庫行き）で警察学
校前下車（停留所は地図の①）
各駅からバスを利用する場合の所要時間は、おおむね 30 分

東武
宇都宮駅
大通り

東

Ｊ
Ｒ
宇
都
宮
駅

※試験会場及びその周辺には駐車場がありません。
公共交通機関を御利用ください。試験会場、周辺路上
及びその周辺の商業施設等での駐停車による送迎
は、近隣への迷惑となりますので、固く禁じます。

（注意事項）
・試験会場は、敷地内を含めて全面禁煙です。
・第１次試験当日には以下のものを持参してください。
受験票、鉛筆（HB 以上の濃いもの）、消しゴム、時計（計時機能のみ。携帯電話やスマートフォン、
腕時計型端末は時計として使用不可。）、昼食、特別区分（武道指導）は道着、防具等
①ツイッター
・試験会場にゴミ箱はありません。ゴミは必ず持ち帰ってください。
・受付時間に遅れた場合は受験できません。ただし、鉄道の遅れにより、やむを得ず会場への
到着が遅れる場合には電話連絡してください。（これ以外の理由による電話連絡は御遠慮く
ださい。）［栃木県人事委員会事務局］090-8700-7652・090-5391-7686
・試験実施に影響のある地震・災害・鉄道の遅れ等の発生により、試験日程等を急きょ変更
②ＨＰ
する場合は、栃木県人事委員会ツイッター（右のＱＲコード①）及び栃木県人事委員会ホーム
ページ（右のＱＲコード②）に掲載します。

（新型コロナウイルス感染症への対応）
感染拡大防止のため、受験される方は以下の点に留意してください。
・次に該当する方は他の受験者への感染のおそれがあるため、受験を控えるようお願いします。
① 新型コロナウイルス感染症などに罹患し治癒していない方
② 保健所から「濃厚接触者」として自宅待機を要請されている方
③ 試験当日までに発熱や咳、風邪症状が続いている方
・当日、試験会場に、アルコール手指消毒薬を設置しますので、御使用ください。
なお、携帯型手指消毒用アルコールをお持ちの方は、持参しても差し支えありません。
また、休憩時間中は、適宜、手洗いをするなど、感染症対策に御協力をお願いします。
・試験室は、換気のため、試験中も適宜、窓やドアを開けます。室温の高低に対応できるよう
服装には注意してください。
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