
神田消防署と合築になっています。
入口は別々で、建物に向かって左側
が試験講習場の入口です。

（ 2 番乗場は、時間帯により行先が異なり
  ますので確認してください。）

　火災予防条例（昭和37年東京都条例第65号）第62条の4第1項の規定により、自衛消防技術試験を次のとおり実
施します。
１　試験の目的

　この試験は、自衛消防業務を行う上で必要な知識と技術を有していることを消防総監が証明するための試験
です。この試験に合格すると、自衛消防技術認定証の交付を受けることができます。

２　自衛消防技術認定証を有する者が必要な防火対象物
⑴　火災予防条例第55条の5に規定する一定規模以上の防火対象物には、自衛消防技術認定証を有する者を

自衛消防活動の中核となる要員として配置しなければなりません。
⑵　火災予防条例第55条の2の2に規定する一定規模以上の防火対象物には、防災センター要員講習修了証の

交付を受け、かつ、自衛消防技術認定証を有している者のうちから、防災センターにおいて監視、操作等の
業務に従事し、及び災害等が発生した場合に自衛消防の活動を行う者を置かなければなりません。

⑶　火災予防条例第50条の3に規定する地下駅舎では、自衛消防技術認定証を有する者のうちから自衛消防の
組織の長又はこれに準ずる者を定めなければなりません。

（注）消防警備業務技能認定証保有者、自衛消防隊長・隊員講習修了者は、本試験を合格した者が交付を受ける
ことができる自衛消防技術認定証を有している者と同等の資格を有する者とみなされています。

３　試験日時　次ページ参照
４　試験会場　最終ページ「試験会場案内図」参照

消防技術試験講習場           【試験講習場】東京都千代田区外神田四丁目１４番４号
立川都民防災教育センター【立川防災館】東京都立川市泉町１１５６番地の１

５　受験申請
　受験希望者は、次に掲げる受付日時に受付場所へ、「受験申請に必要なもの（次ページ参照）」を持参し、
申請してください。
　なお、郵送やインターネットによる受験願書の受付は行っておりません。
⑴　受 付 日 時：月曜日〜金曜日、午前９時００分から午後４時３０分まで（祝休日及び年末年始を除く。）
⑵　受 付 場 所：東京都内の各消防署、消防分署又は消防出張所（稲城市及び島しょ地域を除く。）
⑶　受付締切日：試験日の５日前の日（祝休日及び年末年始に当たる場合はその翌日）
　　　　　　　　ただし、定員になり次第締め切ります。

６　試験当日
⑴　受験票、鉛筆又はシャープペンシル（ＨＢ又はＢ）、消しゴム及びボールペン（黒色又は青色のものと

し、消えるボールペンは不可）を持参してください。
⑵　一般受験で、筆記試験に合格された方は、引き続き午後に実技試験を受けることになります。
　（昼食は各自でご準備ください。立川防災館の周辺には飲食店、コンビニ等が少ないのでご注意ください。）
⑶　試験中（実技試験の待機時間を含む。）は、携帯電話・スマートフォン・携帯パソコン等の情報通信機器

及び音楽機器の使用を禁止しています。
⑷　試験会場には、受験者のための駐車場や駐輪場はありません。
⑸　台風その他により、試験日時の変更など緊急のお知らせがある場合は、東京消防庁ホームページに掲載

します。
７　合格発表・認定証の交付

⑴　筆記試験の合格発表は、当日正午に試験会場で行います。
⑵　最終合格者の発表は、試験日から約２週間後、試験講習場１階又は立川防災館４階に掲示するととも

に、東京消防庁ホームページに掲載します。また、試験結果通知書をご本人に郵送します。
　　なお、電話による合否のお問合せには、お答えすることはできません。
⑶　自衛消防技術認定証の交付は、合格発表日の約１週間後から開始となり、手数料1,700円が必要です。
⑷　認定証の交付方法は、窓口での交付と郵送による交付の２種類があります。
⑸　合格発表及び認定証の交付申請についての詳細は、試験当日にお知らせします。

2019年度 （2019年 4 月〜 2020年 3 月）

神田消防署と合築になっています。
入口は別々で、建物に向かって左側
が試験講習場の入口です。

（ 2 番乗場は、時間帯により行先が異なり
  ますので確認してください。）

至・多摩センター

至・上北台

至･青梅

（稲城市及び島しょ地域を除く。）

※火災予防（防火管理）コールセンター ０３－３２５３－０１１９



写真1枚 ※申請後は
書類等及び
受験手数料
は一切お返
しできませ
ん。

※基準を満たさない不適
切な写真又は不鮮明な
写真では受付できません
のでご注意ください。

⑷ 上記⑴～⑶
のほか、試験科
目免除の資格を
証明する書類

※開始時間に遅刻した場合は、受験できないことがあります。
※実技試験は受験申請順に行うため、長時間お待ちいただく場合があります。

６か月

午後０時１５分〜午後５時頃

会場年月 試　験　講　習　場 立　川　防　災　館
2019年４月 １３（土）２６（金） １６（火）２３（火）

５月 １０（金）２４（金）３１（金） １４（火）２８（火）
６月 １４（金）２１（金）２８（金） 　４（火）１８（火）
７月 　６（土）１９（金） 　２（火）２３（火）
８月 ２３（金）３０（金） 　６（火）
９月 １３（金）２０（金） 　３（火）１０（火）

１０月 　５（土）１１（金）１８（金） 　８（火）２５（金）
１１月 　１（金）　　８（金）１５（金）２９（金） １２（火）１９（火）
１２月 　６（金）１３（金）  ２０（金） 　３（火）１７（火）

2020年１月 １８（土）２４（金）  ３１（金） ２１（火）
２月 １４（金）２１（金） 　４（火）１８（火）
３月 １９（木） ２４（火）

不適切な写真例

試験科目の免除

試験の内容と試験時間

免除される試験科目

免除の種類
（科目免除の対象者）

筆　記　試　験
実技試験火災及び地震に

関する基礎的な
知識

自衛消防業務
に関する実務 消防関係法令

⑴ 一般受験 免除なし 免除なし 免除なし 免除なし

⑵ 消防関係法令及び実技試験免除
（消防吏員で２年以上の実務経験を有する者） 免除なし 免除なし 免　　除 免　　除

⑶ 筆記試験免除
（筆記試験合格日から６か月以内の試験を受けようとする者） 免　　除 免　　除 免　　除 免除なし

試験の種類
試　験　の　内　容 試験

時間科目種別 出　題　範　囲 問題数

筆記試験

火災及び地震に関する基礎的な知識、自衛消防業務に関する実務及び消防関係法令について
の設問に４肢択一のマークシート方式により解答するもの。

75分

火災及び地震
に関する基礎
的な知識

●燃焼、消火及び火災現象に関すること。
燃焼の条件、可燃物の燃焼、引火と発火の原理、火災の性状、煙の特性、危
険物の性質、電気の基礎知識等 10

問

計
25
問

●防火対象物の防火防災対策に関すること。
建築法令で規定されている防火上又は避難上必要な構造、設備等の維持管理
及び災害時の取扱要領、地震に対する知識及び予防対策等

自衛消防業務
に関する実務

●出火防止に関すること。
火を使用する設備器具の取扱い及び火気管理等

10
問

●自衛消防活動に関すること。
火災の発見、通報要領、避難誘導、救出救護、安全防護措置、応急救護要領等

●消防用設備等の維持管理に関する基礎的な知識及び取扱要領
消火設備、警報設備、避難設備、消火活動上必要な施設等の維持管理及び取
扱要領

●防火及び避難施設等の維持管理に関する基礎的な知識並びに当該
　施設等の取扱要領
防火設備、避難施設、非常用進入口、非常用エレベーター、排煙設備等の維
持管理及び取扱要領

消防関係法令
●防火・防災管理、危険物、消防用設備等の設置、応急消火義務
　者、震災対策などの法令基準
消防法令、火災予防条例、東京都震災対策条例等に規定される自衛消防業務
を進める上で必要な基礎的事項

５
問

実技試験

集合方式

消防用設備等の取扱い及び災害発生時の活動要領の設問について正しい操
作、活動等に係る内容を記載して解答するもの。

15分●災害発生時の自衛消防活動要領に関すること。
●消火設備、警報設備、避難設備等の維持管理及び取扱いに関する
　こと。
●応急救護要領に関すること。

３問

個別方式

消防用設備等の取扱い及び災害発生時の活動要領についての設問に実操作、
行動又は説明により解答するもの。

５分
程度

●災害発生時の自衛消防活動要領に関すること。
●消火設備、警報設備、避難設備等の維持管理及び取扱いに関する
　こと。
●応急救護要領に関すること。

２問

　 合格基準：すべての科目種別ごとの成績が６０％以上であること。　
※　詳しい出題範囲等は、東京消防庁ホームページ（試験・講習→自衛消防技術試験→よくある質問コーナー）
　に掲載しています。
※　本試験に関する参考資料を東京消防庁ホームページ（試験・講習→自衛消防技術試験→「消防用設備等の取
　扱要領・応急救護活動要領について」及び「過去に出題された問題について」）に掲載しています。
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のほか、試験科
目免除の資格を
証明する書類
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５
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消防用設備等の取扱い及び災害発生時の活動要領の設問について正しい操
作、活動等に係る内容を記載して解答するもの。

15分●災害発生時の自衛消防活動要領に関すること。
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　こと。
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３問

個別方式

消防用設備等の取扱い及び災害発生時の活動要領についての設問に実操作、
行動又は説明により解答するもの。
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●災害発生時の自衛消防活動要領に関すること。
●消火設備、警報設備、避難設備等の維持管理及び取扱いに関する
　こと。
●応急救護要領に関すること。

２問

　 合格基準：すべての科目種別ごとの成績が６０％以上であること。　
※　詳しい出題範囲等は、東京消防庁ホームページ（試験・講習→自衛消防技術試験→よくある質問コーナー）
　に掲載しています。
※　本試験に関する参考資料を東京消防庁ホームページ（試験・講習→自衛消防技術試験→「消防用設備等の取
　扱要領・応急救護活動要領について」及び「過去に出題された問題について」）に掲載しています。



神田消防署と合築になっています。
入口は別々で、建物に向かって左側
が試験講習場の入口です。

（ 2 番乗場は、時間帯により行先が異なり
  ますので確認してください。）

　火災予防条例（昭和37年東京都条例第65号）第62条の4第1項の規定により、自衛消防技術試験を次のとおり実
施します。
１　試験の目的

　この試験は、自衛消防業務を行う上で必要な知識と技術を有していることを消防総監が証明するための試験
です。この試験に合格すると、自衛消防技術認定証の交付を受けることができます。

２　自衛消防技術認定証を有する者が必要な防火対象物
⑴　火災予防条例第55条の5に規定する一定規模以上の防火対象物には、自衛消防技術認定証を有する者を

自衛消防活動の中核となる要員として配置しなければなりません。
⑵　火災予防条例第55条の2の2に規定する一定規模以上の防火対象物には、防災センター要員講習修了証の

交付を受け、かつ、自衛消防技術認定証を有している者のうちから、防災センターにおいて監視、操作等の
業務に従事し、及び災害等が発生した場合に自衛消防の活動を行う者を置かなければなりません。

⑶　火災予防条例第50条の3に規定する地下駅舎では、自衛消防技術認定証を有する者のうちから自衛消防の
組織の長又はこれに準ずる者を定めなければなりません。

（注）消防警備業務技能認定証保有者、自衛消防隊長・隊員講習修了者は、本試験を合格した者が交付を受ける
ことができる自衛消防技術認定証を有している者と同等の資格を有する者とみなされています。

３　試験日時　次ページ参照
４　試験会場　最終ページ「試験会場案内図」参照

消防技術試験講習場           【試験講習場】東京都千代田区外神田四丁目１４番４号
立川都民防災教育センター【立川防災館】東京都立川市泉町１１５６番地の１

５　受験申請
　受験希望者は、次に掲げる受付日時に受付場所へ、「受験申請に必要なもの（次ページ参照）」を持参し、
申請してください。
　なお、郵送やインターネットによる受験願書の受付は行っておりません。
⑴　受 付 日 時：月曜日〜金曜日、午前９時００分から午後４時３０分まで（祝休日及び年末年始を除く。）
⑵　受 付 場 所：東京都内の各消防署、消防分署又は消防出張所（稲城市及び島しょ地域を除く。）
⑶　受付締切日：試験日の５日前の日（祝休日及び年末年始に当たる場合はその翌日）
　　　　　　　　ただし、定員になり次第締め切ります。

６　試験当日
⑴　受験票、鉛筆又はシャープペンシル（ＨＢ又はＢ）、消しゴム及びボールペン（黒色又は青色のものと

し、消えるボールペンは不可）を持参してください。
⑵　一般受験で、筆記試験に合格された方は、引き続き午後に実技試験を受けることになります。
　（昼食は各自でご準備ください。立川防災館の周辺には飲食店、コンビニ等が少ないのでご注意ください。）
⑶　試験中（実技試験の待機時間を含む。）は、携帯電話・スマートフォン・携帯パソコン等の情報通信機器

及び音楽機器の使用を禁止しています。
⑷　試験会場には、受験者のための駐車場や駐輪場はありません。
⑸　台風その他により、試験日時の変更など緊急のお知らせがある場合は、東京消防庁ホームページに掲載

します。
７　合格発表・認定証の交付

⑴　筆記試験の合格発表は、当日正午に試験会場で行います。
⑵　最終合格者の発表は、試験日から約２週間後、試験講習場１階又は立川防災館４階に掲示するととも

に、東京消防庁ホームページに掲載します。また、試験結果通知書をご本人に郵送します。
　　なお、電話による合否のお問合せには、お答えすることはできません。
⑶　自衛消防技術認定証の交付は、合格発表日の約１週間後から開始となり、手数料1,700円が必要です。
⑷　認定証の交付方法は、窓口での交付と郵送による交付の２種類があります。
⑸　合格発表及び認定証の交付申請についての詳細は、試験当日にお知らせします。

2019年度 （2019年 4 月〜 2020年 3 月）

神田消防署と合築になっています。
入口は別々で、建物に向かって左側
が試験講習場の入口です。

（ 2 番乗場は、時間帯により行先が異なり
  ますので確認してください。）

至・多摩センター

至・上北台

至･青梅

（稲城市及び島しょ地域を除く。）

※火災予防（防火管理）コールセンター ０３－３２５３－０１１９




