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予防技術検定模擬テス トの開始について 編 集 局

予防技術検定の制度が始まって4年 目に入り、今年度も

来年 3月 には試験が行われる予定です。一定の単位を取得

した方であれば学生でも受検できますので、消防機関への

就職に有利な資格として、予防技術検定受験コースを設置

する大学も幾つか出て来るなど、消防職員の資格試験とし

てすっかり定着 して来た感があります。

本誌では、このような予防技術検定の受検に備える方の

ために、今月から「予防技術検定模擬テスト」のコーナー

を設けることとしました。

予防技術検定については、まだ 3回 しか試験が行われて

いないため、出題傾向や難易度の把握が困難ですが、本模

擬テス トについては、試行錯誤 しながら実際の予防技術検

定に役立つように改善 していこうと考えておりますので、

読者の皆様には、問題の難易度、解説の中身などについて

気づいたことがあればお知らせいただきたいと思います。

また、試験問題の作成については慎重を期 しておりますが、

万一、「この問題はおかしいのではないか」と気づいた場

合は、お手数ですがご連絡をいただきたぃと思います。

連絡先は 「近代消防」のメールアドレス (E―mal::

fvgp01 40@infOWeb.ne ip)とさせていただきます。

答

解説

(1)正 しくは 「引火」

(3)水 素の燃焼範囲は極めて広い。

は)オ ゾン層破壊物質として使用規制

されているのはハロン消火薬剤

答

解説

(1)消 防法施行令第 1条 、消防法第 7

条第 1項 ただし書きにより、同意が

不要の住宅は、防火地域及び準防火

地域以外の区域に存するものに限ら

れる。

(2)指 定確認検査機関は、建築基準法

第 6条 の 2に 基づき、国土交通大臣

叉は都道府県知事の指定を受けて建

築主事と同様建築確認を行うことの

できる機関であり、消防同意不要な

どの特権はない。

(3)消 防法第7条第2項。

(4)消 防法第7条第 1項。

答

解説

(1)消 防法第 8条 の 2の 2第 1項

国目睡】 間 1 燃焼と消火に関する次の文を読み、正 しいものを一つ選べ。

(1)可 燃性液体の表面近 くに小さい炎を近づけた時、それにより表面近 くにある液体の飽

和蒸気 と空気 との混合気体に着火することを 「発火」という。

(2)泡 消火薬剤は主として窒息消火によって消火する。

(3)メ タンやプロパンに比べ、水素の燃焼範囲は狭い。

(4)二 酸化炭素はオゾン層破壊物質なので、消火設備等の消火剤 として使用することが国

際的に規制されている。

【固コロ団麗竃訓 間 1 建築確認又は消防同意に関する次の文を読み、建築基準法及び

消防法上正 しいものを一つ選べ。

(1)建 築確認の権限を有する行政庁は、店舗併用住宅で店舗部分の面積の合計が延べ面積

の 2分 の 1を 超えずかつ50平方メー トル以下であるものについては、確認に係る建築物

の工事施工地を管轄する消防長又は消防署長の同意を得なくても、確認をすることがで

きる。

(2)指 定確認検査機関は、確認に係る建築物の工事施工地を管轄する消防長又は消防署長

の同意を得なくても、確認をすることができる。

(3)消 防長又は消防署長は、建築確認の権限を有する行政庁から建築物の確認について同

意を求められた場合、当該建築物が防火上危険であると認めるときは、当該建築物が防

火に関する法律の規定に適合 しているか否かにかかわらず、同意しないことができる。

(4)建 築確認の権限を有する行政庁は、防火地域及び準防火地域以外の区域内における戸

建て住宅などを除き、当該確認に係る建築物の工事施工地を管轄する消防長又は消防署

長の同意を得なければ、当該確認をすることができない。

国置囲回目醍竃額 間 2 次の文を読み、消防法上正しいものを一つ選べ。

(1)3階 に飲食店がある防火対象物で、 3階 から避難階又は地上に直通する階段が屋内階

段 1つ しか設けられていないものの管理について権原を有する者は、その防火対象物の
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延べ面積にかかわらず、 1年 に1回、防火対象物点検資格者に当該防火対象物における

点検対象事項が点検基準に適合しているかどうかを点検させ、その結果を消防長又は消

防署長に報告しなければならない。

(2)建 築物の地階で連続して地下道に面して設けられたものと当該地下道とを合わせたも

ので、喫茶店やブテイックが出店しているものは、地下街 ((16の2)項 )に 該当する。

(3)百 貨店及び展示場の用途に供されている一の防火対象物は、「複合用途防火対象物」

である。

餡)住 宅部分が140平方メートル、店舗部分が60平方メートル、延べ面積200平方メートル

の店舗併用住宅は、消防法上は住宅として扱われる。

【囲囚固選割 間 1 消防法第 4条 に関する記述のうち、誤っているものは次のうちどれ

か 。

(1)消 防法第4条 に規定する立入検査権は、罰則によりその実効性が担保されているが、

相手方が拒否等した場合に、その抵抗を排除してまで行使することはできない。

(2)消 防法第4条 に規定する質問権は、正当な理由なくして回答しない者があっても、罰

則で実効性が担保されていない。

(3)消 防署長は消防法第 4条 に基づき、火災予防のために必要があるときは、消防対象物

の関係のある者に対し、消防対象物の位置等に関する資料の提出を命じることができる。

(4)消 防法第4条 の規定により立入検査を実施する消防職員は、市町村長の定める証票を

携帯し、関係のある者の請求があるときは、これを示さなければならない。

国□囚査躍日 間 2 違反処理に関する記述のうち、誤っているものは次のうちどれか。

(1)警 告は、命令の前段的措置として行うのが原則で、性質上行政指導にあたる。従って、

警告自体には法的な強制力はない。

(2)告 発は、告訴権者及び違反者以外の第二者が、捜査機関に対し、違反事実を申告して、

処罰を求める意思表示である。

(3)聴 聞は、不利益処分を受ける者に、原則として書面による意見陳述の機会を与え、処

分についての判断を行う手続きである。(行政庁が認めた場合は口頭で行うこともでき

る。)

は)命 令は、行政庁としての市町村長、消防長又は消防署長などの命令権者が、消防法上

の命令規定に基づき、公権力の行使として、特定の者に対し、具体的な火災危険の排除

や消防法令違反等の是正について、義務を課す意思表示である。

【日臓盟日 間 1 危険物の類ごとの性質について、次のうち誤つているものはどれか。

(1)第 1類及び第 2類の危険物はすべて固体である。

(2)第 3類 の危険物は、団体又は液体である。

(3)第 5類の危険物は、すべて液体である。

僻)第 4類及び第6類の危険物は、すべて液体である。
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(2)正 しくは (16の3)項

(3)百 貨店、展示場 とも(4)項であ り、

「異なる二以上の用途」に該当しな

僻)店 舗部分の面積が50平方メー トル

以上であるため、店舗 として扱われ

る。

答

解説

(1)消 防法第 4条 第 3項 の解説及び立

入検査マニュアルよる。

(2)消 防法第 4条 第 3項 の解説及び消

防法第44条第 1項 第 2号 よる。

(3)消 防法第 4条 第 1項 よる。資料の

提出を命 じることができるのは 「関

係者」であ り、「関係のある者」で

はない。

←)消 防法第 4条 第 2項 よる。

答

解説

(1)違 反処理マニュアルによる。

(2)違 反処理マニュアルによる。

(3)弁 明の内容である。「聴聞」は、

回頭による意見陳述や質問の機会な

どを与え、処分を受ける者 と行政庁

側のや りとりを経て、事実判断を行

う手続きである。

(4)違反処理マニュアルによる。

答

解説 第 1類 の危険物は 「酸化性固

体」、第 2類 の危険物は 「可燃性固

体」、第4類の危険物は「引火性液体」、

第6類の危険物は 「酸化性液体」で、

「液伺 又は「固体」のどちらかに限ら

れるが、第3類 の危険物は 「自然発

火性物質及び禁水性物質」、第 5類

の危険物は 「自己反応性物質」で、

液体又は固体である。

〔参考条文〕消防法別表第 1


