
 

 

 

 

事 務 連 絡 

平成 29 年 10 月 19 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 

 

予防技術検定の実施に関する公示について 

 

「消防力の整備指針第 32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)に定める予防業務全般及び防火査察、

消防用設備等又は危険物に関する高度な知識及び技術の試験として消防庁長官

が確認したもの（予防技術検定）の実施について、一般財団法人消防試験研究

センターから下記のとおり公示されましたのでお知らせします。 

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（消防

の事務を処理する一部事務組合等を含む。）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、予防技術検定の問題は、平成 29年４月１日を基準とし施行されている

法令等に基づいて出題されることを申し添えます。 

 

記 

 

１ 公示日 

  平成 29年 10月 12日（木） 

 

２ 検定実施年月日 

  平成 30年３月 18日（日） 

 

３ 公示内容 

  別添のとおり 

消防庁予防課設備係 

担当：四維、馬場 

TEL：03-5253-7523 

FAX：03-5253-7533 

e-mail：y2.baba@soumu.go.jp 



 

予防技術検定の実施に関する公示 

消防力の整備指針第３２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。以下「１３号告示」という。）第１条第１号に定める予防業

務全般及び防火査察、消防用設備等又は危険物に関する高度な知識及び技術についての試

験として消防庁長官が確認したもの（予防技術検定）の実施について、次のとおり公示す

る。 

平成２９年１０月１２日 

一般財団法人 消防試験研究センター 

理事長  田 口 尚 文 

１ 検定実施年月日 

平成３０年３月１８日（日） 

２ 検定区分 

防火査察・消防用設備等・危険物の３区分 

３ 検定科目 

１３号告示第６条に定める科目とする。 

なお、法律、政令、省令、告示等については、平成２９年４月１日を基準として施

行されている内容とする。 

４ 検定会場 

別表のとおりとする。 

５ 受検申請先 

〒151-0072 

東京都渋谷区幡ヶ谷一丁目１３番２０号 

(一財)消防試験研究センター 中央試験センター 

６ 受検申請期間 

平成２９年１０月２７日（金）から１１月２４日（金）まで 

７ 受検申請方法 

持参又は郵送 

８ 受検願書等の常置場所 

(一財)消防試験研究センター各支部及び中央試験センター 

９ 合格発表日 

  平成３０年４月２５日（水）（予定） 

10 問合せ先 

(一財)消防試験研究センター 

〒100-0013 東京都千代田区霞が関一丁目４番２号

電 話 番 号 ０５０（３８０３）９２９７・９２９８ 

ＦＡＸ番号 ０３（５５１１）２７５１ 

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

別　添



検　　定　　会　　場

都道府県
コード

検定地 検　　定　　会　　場 所　　在　　地

01 北海道 かでる２・７（北海道立道民活動センター） 北海道札幌市中央区北２条西７丁目

02 青森 青森県観光物産館アスパム 青森県青森市安方１－１－４０

03 岩手 建設研修センター 岩手県盛岡市松尾町１７－９

宮城県仙台合同庁舎 宮城県仙台市青葉区堤通雨宮町４－１７

フォレスト仙台 宮城県仙台市青葉区柏木１－２－４５

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 山形ビッグウィング（山形国際交流プラザ） 山形県山形市平久保１００

07 福島 コラッセふくしま 福島県福島市三河南町１－２０

茨城県立消防学校 茨城県東茨城郡茨城町長岡４０６８

茨城県開発公社ビル会議室 茨城県水戸市笠原町９７８－２５

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 敬愛大学稲毛キャンパス 千葉県千葉市稲毛区穴川１－５－２１

13 東京 （一財）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 神奈川大学横浜キャンパス 神奈川県横浜市神奈川区六角橋３－２７－１

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 富山国際会議場 富山県富山市大手町１－２

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 福井県繊協ビル８階大ホール 福井県福井市大手３－７－１

19 山梨 山梨県立中小企業人材開発センター 山梨県甲府市大津町２１３０－２

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 静岡県職員会館「もくせい会館」 静岡県静岡市葵区鷹匠３－６－１

23 愛知 愛知大学車道キャンパス 愛知県名古屋市東区筒井２－１０－３１

24 三重 津市勤労者福祉センター（サン・ワーク津） 三重県津市島崎町１４３－６

25 滋賀 滋賀県消防学校 滋賀県東近江市神郷町３１４

26 京都 ＹＩＣ京都工科大学校 京都府京都市下京区油小路通塩小路下る西油小路町２７

27 大阪 大阪府立消防学校 大阪府大東市平野屋１－４－１

28 兵庫 大手前大学さくら夙川キャンパス 兵庫県西宮市御茶家所町６－４２

29 奈良 奈良商工会議所会館 奈良県奈良市登大路町３６－２

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 松江市総合文化センター・プラバホール 島根県松江市西津田６－５－４４

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 広島工業大学専門学校 広島県広島市西区福島町２－１－１

山口県教育会館 山口県山口市大手町２－１８

山口県社会福祉会館 山口県山口市大手町９－６

36 徳島 徳島県消防学校 徳島県板野郡北島町鯛浜字大西１６５

37 香川 マリンパレスさぬき２階大会議室 香川県高松市福岡町２－３－４

38 愛媛 松山大学　７号館 愛媛県松山市文京町４－２

39 高知 ポリテクセンター高知 高知県高知市桟橋通４－１５－６８

40 福岡 九州共立大学　学思館１階 福岡県北九州市八幡西区自由ヶ丘１－８

41 佐賀 佐賀大学本庄キャンパス　理工学部大学院棟 佐賀県佐賀市本庄町１

42 長崎 長崎県総合福祉センター 長崎県長崎市茂里町３－２４

43 熊本 熊本県立大学 熊本県熊本市東区月出３－１－１００

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 鹿児島県建設センター 鹿児島県鹿児島市鴨池新町６－１０

47 沖縄 沖縄県市町村自治会館２階ホール 沖縄県那覇市旭町１１６－３７

※ 検定会場については、会場の都合等により変更となる場合があります。
※ 受検票に記載されいている検定会場を必ず確認してください。

04 宮城

08 茨城

35 山口


