
 
 

事 務 連 絡 

平成２３年４月２５日 

 

各都道府県消防防災主管課 

                  御中 

東京消防庁・各指定都市消防本部 

 

消 防 庁 予 防 課 

 

予防技術検定（延期分）の公示について 

 

「消防力の整備指針第34条第３項の規定に基づき、予防技術資格者の資格を

定める件」(平成17年消防庁告示第13号)等に基づき消防庁長官が指定する試験

として、(財)消防試験研究センターが実施する予防技術検定について、東日本

大震災の発生に伴い延期されていた平成22年度予防技術検定の検定実施に関す

る公示が下記のとおり行なわれました。 

各都道府県消防防災主管課におかれましては、貴都道府県内の市町村に対し、

この旨周知していただきますようお願いします。 

なお、参考として、「平成 22 年度予防技術検定（延期分）を受検申請された

方へ」の写しを添付します。 

 

記 

１ 公示日 

  平成 23 年４月 18 日（月） 

 

２ 公示方法等 

 (1) 財団法人消防試験研究センター中央試験センター及び各支部の掲示板に 

公示 

 (2) 財団法人消防試験研究センターホームページに掲示 

 

３ 公示内容 

  別添のとおり 

総務省消防庁予防課設備係 

担当：岡澤、岡本 

TEL：03-5253-7523 

FAX：03-5253-7533 

E-mail：s7.okamoto@soumu.go.jp 



別記１ 

予防技術検定（延期分）の実施に関する公示 

 

「消防力の整備指針第３４条第３項の規定に基づき、予防技術資格者の資格を定める件

（平成１７年消防庁告示第１３号）」第１条第１号に定める消防庁長官が指定する試験（予

防技術検定）の実施について、次のとおり公示します。 

 

平成２３年４月１８日 

 

財団法人 消防試験研究センター

理 事 長 関 口  和 重 

 

東日本大震災の発生に伴い延期しました、平成２２年度予防技術検定は次のとお

り実施します。 

 

１ 検定実施年月日 

  平成２３年７月１８日（月・祝日） 

２ 検定区分 

  防火査察・消防用設備等・危険物の３区分 

３ 検定会場 

  別表のとおり 

４ 合格発表日 

  平成２３年８月２２日（月） 

５ 受検者 

  本検定の受検者は、平成２２年の受検申請期間中に受検申請した者で受検手数料の

振り込みを完了した者とします。 

６ 問合せ先 

(財)消防試験研究センター 

〒100-0013 東京都千代田区霞が関１－４－２ 

電 話 番 号 ０３（３５９７）０２２０ 

ＦＡＸ番号 ０３（５５１１）２７５１ 

ホームページアドレス http://www.shoubo-shiken.or.jp 

 



別表 検　定　会　場

受検地
コード

受 検 地 検　　定　　会　　場 所　　　在　　　地

０１ 北　海　道 北海道消防学校 北海道江別市中央町16-1

０２ 青　　　森 青森県消防学校 青森県青森市新城字天田内183-3

０３ 岩　　　手 岩手県消防学校 岩手県紫波郡矢巾町藤沢3-117-1

宮城県消防学校 宮城県仙台市宮城野区安養寺3-15-18

エスポールみやぎ　宮城県青年会館 宮城県仙台市宮城野区幸町4-5-1

０５ 秋　　　田 秋田県社会福祉会館 秋田県秋田市旭北栄町1-5

０６ 山　　　形 山形ビックウィング（山形国際交流プラザ） 山形県山形市平久保100

０７ 福　　　島 福島県青少年会館 福島県福島市黒岩字田部屋53-5

０８ 茨　　　城 茨城県立消防学校 茨城県東茨城郡茨城町長岡4068

０９ 栃　　　木 栃木県自治会館 栃木県宇都宮市昭和1-2-16

１０ 群　　　馬 群馬県消防学校 群馬県前橋市田口町1473

１１ 埼　　　玉 さいたま共済会館 埼玉県さいたま市浦和区岸町7-5-14

１２ 千　　　葉 ホテルポートプラザちば 千葉県千葉市中央区千葉港8-5

１３ 東　　　京 (財)消防試験研究センター　中央試験センター 東京都渋谷区幡ヶ谷1-13-20

１４ 神　奈　川 ヨコハマジャスト１号館　８階 神奈川県横浜市西区高島2－12－6

１５ 新　　　潟 新潟県消防学校 新潟県新潟市西区曽和100-1

１６ 富　　　山 高岡商工会議所 富山県高岡市丸の内1-40

１７ 石　　　川 石川県地場産業振興センター 石川県金沢市鞍月2-1

１８ 福　　　井 福井商工会議所 福井県福井市西木田2-8-1

１９ 山　　　梨 山梨県消防学校 山梨県中央市今福991

２０ 長　　　野 松本市浅間温泉文化センター 長野県松本市浅間温泉2-6-1

２１ 岐　　　阜 岐阜経済大学 岐阜県大垣市北方町5-50

２２ 静　　　岡 静岡県男女共同参画センターあざれあ 静岡県静岡市駿河区馬渕1－17－1

２３ 愛　　　知 愛知県産業労働センター（ウインクあいち) 愛知県名古屋市中村区名駅4-4-38

２４ 三　　　重 ベルセ島崎 三重県津市島崎町319

２５ 滋　　　賀 コラボしが２１　 滋賀県大津市打出浜2-1

２６ 京　　　都
長浜バイオ大学京都ＣＡＭＰＵＳ烏丸学舎
(旧　関西文理学院)

京都府京都市北区烏丸通鞍馬口東入

２７ 大　　　阪 大阪市立阿倍野防災センター 大阪府大阪市阿倍野区阿倍野筋3-13-23

２８ 兵　　　庫 神戸市民防災総合センター 兵庫県神戸市北区ひよどり北町3-1

２９ 奈　　　良 猿沢荘 奈良県奈良市池之町3

３０ 和　歌　山 和歌山県勤労福祉会館(プラザホープ) 和歌山県和歌山市北出島1-5-47

３１ 鳥　　　取 鳥取県立倉吉体育文化会館 鳥取県倉吉市山根529-2

３２ 島　　　根 島根県民会館 島根県松江市殿町158

３３ 岡　　　山 岡山県消防学校 岡山県岡山市東区瀬戸町肩脊1170

３４ 広　　　島 広島県消防学校 広島県広島市安佐北区倉掛2-33-2

３５ 山　　　口 山口県教育会館 山口県山口市大手町2-18

３６ 徳　　　島 徳島市立文化センター 徳島県徳島市徳島町城内１

３７ 香　　　川 香川県消防学校 香川県高松市生島町689-11

３８ 愛　　　媛 愛媛大学城北地区共通教育講義棟 愛媛県松山市文京町3

３９ 高　　　知 高知市消防局東消防署 高知県高知市高須砂地230-2

４０ 福　　　岡 近畿大学産業理工学部 福岡県飯塚市柏の森11-6

４１ 佐　　　賀 佐賀県消防学校 佐賀県佐賀市兵庫町瓦町435-1

４２ 長　　　崎 長崎県消防学校 長崎県大村市森園町663-6

４３ 熊　　　本 熊本県消防学校 熊本県上益城郡益城町惣領2167

４４ 大　　　分 大分県消防学校 大分県由布市挾間町向原769

４５ 宮　　　崎 宮崎県消防学校 宮崎県宮崎市郡司分210

４６ 鹿　児　島 鹿児島県市町村自治会館 鹿児島県鹿児島市鴨池新町7-4

４７ 沖　　　縄 沖縄県市町村自治会館 沖縄県那覇市旭町116-37

※　検定会場については、会場等の都合などにより変更となる場合があります。
※　宮城県会場は２ヶ所あります。受検票に記載してある検定会場を必ず確認してください。

宮　　　城０４



別記２                  
平成２３年４月１８日  

   
平成２２年度予防技術検定（延期分）を受検申請された方へ 

 
東日本大震災の発生に伴い、延期しました平成２２年度予防技術検定を下記のとおり実施します。 
 

記 
 

１ 延期した従前の受検日 

平成２３年３月１３日（日） 

２ 再設定受検日 

  平成２３年７月１８日（月・祝日） 

３ 検定会場及び検定実施時間等 

⑴ 検定会場 

別表「検定会場」のとおりです。 

⑵ 集合時間及び検定実施時間 

① 集合時間    １３時３０分（説明を行いますので、時間までに着席してください。） 

② 検定実施時間  １４時００分から１６時３０分まで 

４ 受検票の発送について 

 ⑴ 受検票の発送は、平成２３年６月上旬を予定しております。受検票は、受検申請者へ直接郵

送します。 
 ⑵ 受検票問合せ期間 

受検票が未着または記載内容に不備がある場合は、平成２３年６月１３日(月)から６月２０

日(月)までに下記の問合せ先に連絡してください。 
５ 検定結果の通知 

検定結果の発表は、平成２３年８月２２日(月)を予定しています。 
財団法人消防試験研究センター中央試験センター及び各支部の掲示板に合格者の受験番号を

公示並びにホームページに掲載するとともに、全受検者に郵送で検定結果を通知します。 
通知が平成２３年９月２日(金)までに届かない場合は、９月１６日(金)までに下記の問合せ先

にご連絡ください。（問合せがない場合は、到着したものとみなします。） 
電話による合否及び採点結果等の問い合わせには、一切応じられません。 

６ 卒業等の見込みで申請された方 

別添１のとおり所要の手続を行ってください。 

７ 受検手数料の還付申請をされた方 

  別添２のとおり所要の手続を行ってください。 

８ 再設定受検日に受検できない方 

  受検願書に平成２３年７月１８日実施分の受検票を添付し申請することで、平成２４年２月実施予

定の平成２３年度予防技術検定に限り、受検手数料が免除されます。平成２３年度予防技術検定の申

請開始は平成２３年１１月頃を予定しております。 

９ 緊急情報の掲示について 

  当センターのホームページに掲示します。 

10 補足事項 

  受検地・検定区分・科目免除の有無等の変更はできません。 

11 問合せ先 

財団法人消防試験研究センター 業務部設備課（予防技術検定担当） 
〒100-0013 東京都千代田区霞が関１－４－２ 大同生命霞ヶ関ビル１９階 
 
問合せ電話番号等 
電話番号  ０３（３５９７）０２２０   
ＦＡＸ番号 ０３（５５１１）２７５１     



別添１                   

 

 
平成２３年４月１８日  

   
平成２２年度予防技術検定を卒業等の見込みで受検申請された方へ 

 
卒業等の見込みで申請されている受検者について、下記のとおりとさせていただきます。 
 

記 
 

１ 証明書類の提出方法 
卒業等の見込みで申請された方は、検定前の提出書類として受検案内中５(1)④アの(ｱ)から

(ｴ)までの該当する書類を次の(1)及び(2)により提出してください。 

提出がなかった場合及び証明内容に不備等がある場合は、受検資格が満たされなかったもの

として受検することができません。 

(1) 提出期間  

平成２３年４月１８日（月）から平成２３年５月１１日（水）まで 

(2) 提出場所・方法 

① 下記２の申請先へ提出期間内に特定記録郵便で送付してください。 

（締切当日の消印有効） 

② 封筒おもて面下段部分に、「証明書在中」と朱書きしてください。 

２ 申請先 
財団法人消防試験研究センター 業務部設備課（予防技術検定担当） 
〒100-0013 東京都千代田区霞が関１－４－２ 大同生命霞ヶ関ビル１９階 
 
問合せ電話番号等 
電話番号  ０３（３５９７）０２２０   
ＦＡＸ番号 ０３（５５１１）２７５１     



別添２                   

 

 
平成２３年４月１８日  

   
平成２２年度予防技術検定受検手数料を既に還付された方へ 

 
「予防技術検定の延期に伴う受検手数料の取扱いについて」（平成２３年３月１７日消試セ

業第１５５号財団法人消防試験研究センター理事長通知）により、会計処理上やむを得ない

事情等により受検手数料の還付申請をした受検者について、下記のとおりとさせていただき

ます。 
 

記 
 

１ 受検手数料の再納付方法 
受検日に受検を希望される場合は、別記様式に「振替払込受付証明書（お客さま用）」(検

定願書添付用)を貼付し、必要事項を記入して提出してください。 
 ⑴ 提出期間 
   平成２３年４月１８日（月）～平成２３年５月１１日（水） 

⑵ 提出場所・方法 
① 下記６の申請先へ提出期間内に特定記録郵便で送付してください。 
（締切当日の消印有効） 

② 封筒おもて面下段部分に、「手数料再納付」と朱書きしてください。 
③ 団体で再納付される場合は、一覧表を添付することで一括申請ができます。 

２ 受検手数料 
  受検手数料は、５，０００円です。 
３ 払込取扱票の入手方法 
  下記まで電話で連絡してください。必要枚数を後日郵送で送付します。（連絡のない場合 

は、送付いたしません。） 
４ 受検申請者の取扱い 
 ⑴ 受検手数料を再納付した受検申請者は、再設定受検日に受検することができます。 
 ⑵ 受検手数料を再納付しない受検申請者は、従前どおり申請取消となります。 
５ 対象者 

既に平成２２年度予防技術検定の受検申請を行い、手数料の還付申請をされた方のみが

対象です。受検申請者の変更はできません。 
６ 申請先 

財団法人消防試験研究センター 業務部設備課（予防技術検定担当） 
〒100-0013 東京都千代田区霞が関１－４－２ 大同生命霞ヶ関ビル１９階 
 
問合せ電話番号等 
電話番号  ０３（３５９７）０２２０   
ＦＡＸ番号 ０３（５５１１）２７５１  



別記様式

い入して番地・

してく

23

ト・マ ださい

勤務先名又は学校名

うに

申
請
日

して くだ さい記入

府県

財団法人　消防試験研究センター理事長　殿

氏 名

平成

フ リ カ ゛

い

を記入

日

区町村

号につ丁目・

ンショ

都道府 県市郡

検定日

住
　
所

平成

アパー

7年

※平成２２年度予防技術検定手数料を還付申請され
た方のみが対象です。
※検定区分・受検地・科目免除の有無等の変更は一
切できません。

内線（ 　　　 ）――

ン名・

５－２

名を漢 字で記

いては

入して

、数字 で２－

月

番号等

18

棟番号 ・部屋

5-6 78901- 234

自宅電話番号又
必ず記入してください

は携帯電話番号

5のよ うに略 して記

くださ

生年

郵便

昭 平

番号

コード
住　所都道

年 月

住
所

予防技術検定受検願書
（手数料再納付用）

年

日生

勤務先電話番号(携帯電話も可)

くださ

のよ

申請者

氏　名

月 日

月日

※受付欄

名・字

リ カ ゛ナ フ

ﾌﾘｶﾞﾅ・氏名は､氏と名に分けて､

左づめで記入してください

ナ
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