
採用区分、専門区分及び採用予定者数1

受験資格3

申込受付期間、選考日及び選考会場2

※　集合時間、選考会場、持ち物等の詳細は、東京消防庁から送付（送信又は郵送）する受験票に記載します。

  次の（１）～（２）の要件をすべて満たす人が受験できます。

（１）１９９１年４月２日以降に生まれた人で、学校教育法に基づく大学 短期大学を除く｡ を卒業している人
　　（２０２１年３月卒業見込みを含む。）又は同等の資格を有する人
（２）次のいずれにも該当しない人
　　①　日本国籍を有しない人
　　②　地方公務員法第16条の欠格条項に該当する人

東京都人事委員会
東 京 消 防 庁

採用区分 専　門　区　分 採用予定者数

専門系 法律、建築、電気、電子・通信、化学、物理、土木、機械 合計１０名

　 期間・選考日

受　験　資　格

会　場

申込受付

第1次選考 ４月２６日（日）〈教養・専門・論文試験〉

５月２７日（水）〈身体・体力検査・適性検査・集団討論〉

５月２８日（木）〈個人面接〉
第2次選考

東京都内の指定する場所

◎インターネット【推奨】（受信有効）
４月　１日（水）午前１０時００分から
４月１３日（月）午後　５時００分まで

～　東京都の消防業務に従事する東京消防庁消防官として、
専門知識を活かし高度な消防行政を担う中枢職員の採用選考です　～

東京消防庁消防官 （専門系） 採用選考案内

令和２年度
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・インターネットによる申込みが行えない方は、郵送にて申し込みをしてください。
４月１日（水）から４月１０日（金）まで（消印有効）

令和２年度　消防官（専門系）、消防官（Ⅰ類）、職員Ⅰ類の採用試験（選考）につい
ては、日本国内での新型コロナウイルス感染症拡大を防止するため、延期いたしま
す。新たな試験日程、場所等については、後日、東京消防庁のホームページ上でお
知らせいたします。



受験申込方法及び受験票の発送4

選考方法5

法　　律 憲法、行政法、刑法、民法（親族・相続法を除く）、刑事訴訟法、民事訴訟法
建　　築 建築構造、建築材料、建築計画（都市計画を含む）、構造力学、建築史、

建築施工、建築法規、建築設備
電　　気 電磁気学、電気回路、電気機器、電気応用、発送配電、電気関係法規
電子・通信 電磁気学、電子回路、情報処理工学、電子計測、電子機器、電子物性、通信
化　　学 有機化学、無機化学、分析化学、物理化学、工業化学
物　　理 物理数学、電磁気学、力学、熱力学、量子力学、相対論
土　　木 土木施工、土質工学、構造力学、コンクリート工学、測量、都市計画、

水理学、土木応用力学、土木材料
機　　械 機械材料、材料力学、流体力学、熱力学（熱機関を含む）、機械工学、

機械力学、機械設計

五肢択一式
４５問 ２時間

記述式
６問中４問
選択解答

２時間３０分

１題 １時間３０分

インターネット【推奨】 郵　　送

申込方法

注意事項

受験票の
発　　送

　所定の受験申込書に必要事項を自筆で正
確かつ丁寧に記入し、切手貼付欄に６３円切
手を貼付の上、申込みをしてください。
※６３円切手の貼付がない場合、受験できません。

　インターネット申込画面のインターネット申込みに当たっての
説明と各申込画面の留意事項を必ず確認してください。

　本申込みが完了した旨のメールに入手方法を案内しますので、受験票
ダウンロード開始日以降に受験票をダウンロードして印刷してください。

①　申込みの際には、申込書以外の書類（卒業（見込）証明書、住民票、履歴書、写真等）は不要です。所定の申込書以外
に、資格等が記入された書類又は用紙等は添付しないでください。

②　提出された申込書等はお返しできませんのでご了承ください。
③　この選考のほかに、東京消防庁消防官（Ⅰ類・Ⅱ類）採用試験があります。受験を希望する人は、別に「採用試験案
内」を入手し、区分毎に受験の申込手続きを行ってください。

④　インターネットと郵送の重複申込みはしないでください。

※　４月２０日（月）までに受験票がダウンロードできない又は受験票が届かない場合には、東京消防庁
人事部人事課採用係へ必ず問い合わせてください（平日の午前８時３０分から午後５時１５分まで）。

　受験申込書の記載については、〔申込書
記入例〕（P.７参照 ）をよく読んで誤りの
ないようにしてください。また、申込書の
チェック欄で最終確認を行ってください。

本人宛てに郵送します。

※　郵送申込期間前に到着した申込書は
　受付できません。

・・

内　　容科　目

出題分野の内容はおおむね次のとおりです。
知能分野： 文章理解、英文理解、判断推理、空間概念、数的処理、資料解釈
知識分野： 人文科学（国語、歴史、地理）
　　　　　社会科学（法学、政治、経済、社会事情）
　　　　  自然科学（数学、物理、化学、生物）

保有する資格やスポーツ・音楽の経歴に応じて評定を行います。
（申請方法等については「『 ７資格・経歴評定』について」を参照してください）

消防官として必要な一般教養について、大学卒業程度の筆記試験を行います。

消防行政事務に必要である専門分野の基礎知識について、筆記試験を行います。

課題式により行います。（800字以上 1,200字程度）

各専門区分の出題範囲はおおむね次のとおりです。

教養試験

専門試験

論文試験
資格・
経歴評定
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※　申込みできる人：個人用の電子メールアドレスがあり、PDF
形式のファイルを印刷できる人（白黒プリンタでも構いません。）

　　電子メールアドレスは、東京消防庁から送信する電子メールを
確実に受信し、保存できるアドレスにしてください。

　東京消防庁ホームページ（https://www.tfd.metro.tokyo.lg.jp）
の「採用案内」から「採用試験インターネット申込み」へアクセスし、画面の
指示に従って必要事項を正しく入力し、インターネッ
ト申込受付期間（Ｐ.１ ２  参照）中に送信してください。

　申込受付期間中に本申込が完了したものを有効とします。本申込
の受付が完了した旨の電子メールが届かない場合は、申込受付期間
中に必ず東京消防庁人事部人事課採用係へ問い合わせてください。
※　予期せぬ機器停止や通信障害などが起きた場合のトラブルに
ついては、一切責任を負いません。

　角形２号（A４サイズ）の封筒 1通に申込
書 1枚を入れ、簡易書留で次の宛先に郵送
してください。また、郵便局から受け取る受領
証は、受験票が届くまで保管してください。
　なお、簡易書留以外で郵送した場合の事
故については、一切責任を負いません。
【宛先】〒100-8119
東京都千代田区大手町1-3-5
東京消防庁人事部人事課採用係

※　教養試験の成績が一定点に達しない場合は、専門試験、論文の採点及び資格・経歴の評定は行いません。
※　第１次選考の合格者は、全科目の総合成績により決定します。
　　ただし、いずれかの科目の成績が一定点に達しない場合は、他の科目の成績にかかわらず不合格となります。

（１） 第１次選考

受験票の発送及びダウンロード開始日 ４月１６日（木）延　期



受験資格の確認6

「資格・経歴評定」について7

項　　目 男　性 女　性
身　　長 おおむね１６０cm以上 おおむね１５５cm以上
体　　重 おおむね５０kg以上 おおむね４５kg以上

肺 活 量

体力検査

おおむね３,０００cc以上 おおむね２,５００cc以上

胸　　囲

視　　力

身長のおおむね２分の１以上

聴　　力 正常であること（オージオメータによる純音聴力検査を実施します）
色　　覚 消防官として職務執行に重大な支障がないこと。

※　第２次選考は、第１次選考の合格者に対して行います。
※　選考中に怪我等をした場合、受験者の自己責任とさせていただきますので、あらかじめご了承願います。
※　色覚については、赤色、青色及び黄色の色彩識別検査を実施し、異常があった場合は、後日、眼科医による
診断を受けていただきます。

受験資格の有無、申込書記載事項について確認を行います。
なお、記載事項に虚偽があると、職員として採用される資格を失う場合があります。

（１） 申請方法等について

（２）第２次選考

消防官として職務遂行に必要な身体（四肢関節機能を含む。）、体力及び健康度（尿検査、胸部X線
検査、心電図、血液検査を含む。）を検査します。主な基準・内容は次のとおりです。

①　資格・経歴を申請する方は、必ず採用試験（選考）受験申込書の「資格」欄又は「スポーツ・
音楽経歴」欄に必要事項を記入してください。申請のない資格・経歴や「資格・経歴評定の対象
となる資格等」以外の資格・経歴は評定対象となりません。

②　証明書類の提出方法

※　証明書類のコピーはＡ４判に統一してください。原本がＡ４判以上の大きさである場合（賞
状等）は、Ａ４判に縮小してコピーをしてください。

※　Ａ４判コピーを縦にし、表面右上余白部分に、受験票に記載されている受験番号及び氏名を
黒のボールペンで記入してください。
※　「資格・経歴評定の対象となる資格等」については、P.4  ７（２）資格・経歴評定の対象とな
る資格等を確認してください。

※　申込方法等について不明点がある場合には、東京消防庁人事部人事課採用係へ問い合わせて
ください（平日の午前８時３０分から午後５時１５分まで）。

①　資格・経歴は、受験する試験の申込書提出の時点で取得済み（スポーツ・音楽経歴の場合は大
会等出場後）のもので、かつ、第１次選考日（４月２６日（日））に証明可能なものとします。

②　２０１５年４月１日より前に取得した語学資格は評定対象となりません。
③　スポーツ・音楽経歴は、受験者が中学生以前に出場した大会等は含みません。
④　選考会場でコピーをとることはできません。
⑤　証明できない又は、証明書類の原本やコピーの内容に不備があることが認められた場合は評定
対象となりません。

⑥　第１次選考当日（４月２６日（日））に証明書類の原本又はコピーのいずれかを忘れた場合
は、評定対象となりません。

⑦　受験申込時又は後日、証明書類等を郵送されても受け付けることはできません。

視力（きょう正視力含む）が両眼で０.７以上、かつ、一眼でそれぞれ０.３以上
であること。なお、裸眼視力に制限はありません。

１km走、反復横とび、上体起こし、立ち幅とび、長座体前屈、握力、腕立て伏
せにより体力を検査します。

身体・体力
検   　　査

申請方法

申請上の注意

個人面接及び集団討論を行います。面接考査
消防官としての適性について検査します。適性検査

内　　容科　目

3

申請した資格・経歴の
証明書類の原本及びコピー

第１次選考時（４月２６日（日））に持参してください（申込時は不
要）。コピーは回収し、原本は当日返却します。
証明書類は、必ず受験者の氏名が記載されているものとします。

持参するもの 提出方法



（２）資格・経歴評定の対象となる資格等

語学
（英語）

語学
（フランス語）

語学
（ドイツ語）

語学
（スペイン語）

語学
（中国語）

語学
（韓国語）

語学
（ロシア語）

語学
（タイ語）

111大型自動車免許（第一種）　112 大型自動車免許（第二種） 
121事業用操縦士（回転翼航空機）　122航空整備士（回転翼航空機）（一等） 
123 航空整備士（回転翼航空機）（二等）　124 海技士（航海）六級以上 
125海技士（機関）五級以上 
131 救急救命士 
141 消防設備士甲種特類　142 危険物取扱者甲種 
151建築士（一級）　152 建築士（二級）　153 電気主任技術者（第一種） 
154電気主任技術者（第二種）　155 特級ボイラー技士 
171総合無線通信士（第一級）　172 総合無線通信士（第二級） 
173システム監査技術者　174 公認情報システム監査人 
191司法書士　192 手話通訳士 

201全国通訳案内士（ガイド）　202実用英語技能検定 準 1 級以上 
203 TOEIC ７３０点以上　 204 TOEIC S&W ２９０点以上 
205 TOEFL ５５０点（CBT ２１３点、iBT ７９点）以上 
206 国連英検 B 級以上　 207 IELTS ６．０以上 
208 GTEC ６５０点以上　 209  GTEC-LR ３０６点以上 
210 GTEC-CTE-LR（自宅受験型） ３０６点以上 
211 CASEC（自宅受験型） ７５０点以上 
212 工業英検 ２級以上　 213 日商ビジネス英検 １級
214ケンブリッジ英検（FCE, CAE/CPE） 

221全国通訳案内士（ガイド）　222 実用フランス語技能検定 準１級以上 
223 DELF/DALF B２以上 　224 フランス語能力認定試験（TEF） ５４１点以上  
225 TCF ４００点以上　 226 TCF SO ４００点以上

231 全国通訳案内士（ガイド）　232 ドイツ語技能検定 準１級以上 
233ゲーテ・ドイツ語検定試験 B２以上　 234 OSD B１以上

241 全国通訳案内士（ガイド）　242 スペイン語技能検定 ２級以上 
243 DELE B２以上 244ビジネススペイン語技能検定 ２級以上 

語学
（イタリア語）

251 全国通訳案内士（ガイド）　252 実用イタリア語検定 準２級以上 
253 PRIDA イタリア語検定 B２以上

語学
（ポルトガル語）

261 全国通訳案内士（ガイド） 　262 国際ポルトガル語検定 中級以上 
263 Celpe-Bras 中上級以上

271 全国通訳案内士（ガイド）　272中国語検定 ３級以上
273 HSK４級～６級 
274 中国語コミュニケーション能力検定（TECC） ４５０点以上 

281 全国通訳案内士（ガイド）　282 ハングル能力検定 準２級以上 
283韓国語能力試験（TOPIK） ４級以上

291 全国通訳案内士（ガイド）　292 ロシア語能力検定 ２級以上 

301全国通訳案内士（ガイド）　302 実用タイ語検定 準２級以上

401 高校生以降の全国大会出場相当、プロ選手経験（中学生以前は対象となりません。）

資格

スポーツ
経歴

402 高校生以降の全国大会金賞相当（中学生以前は対象となりません。） 音楽経歴
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※　２０１５年４月１日より前に取得した語学資格は評定対象となりません。
※　資格・経歴評定の対象となる資格・経歴以外は申請できません。



正答の公開９

最終合格　⇒　名簿登録　⇒　意向聴取　⇒　採用内定　⇒　採用　

採　　用１０

公　開　方　法公　開　日

４月３０日（木）

東京消防庁ホームページ（https://www.tfd.metro.tokyo.lg.jp）で、公
開日の午前１０時からおおむね１か月間公開します。
東京消防庁本部庁舎（P.８参照 ）１階の資料閲覧コーナーで、公開日の午
前１０時からおおむね１年間公開します。

【ホームページ】

【資料閲覧コーナー】

最終合格者は採用候補者名簿に登録されます。その後、意向聴取、受験資格の確認等を行い、その結果に基づ
き採用者を内定します。原則として２０２１年４月１日以降、欠員に応じて採用されます。

採用されると全寮制の消防学校に入校し、消防官として必要な教育を受けます。その後、都内の各消防署に配
属されます。

教養試験（五肢択一式）の正答を、東京消防庁ホームページ及び資料閲覧コーナーで公開します。

※　試験問題は、東京消防庁本部庁舎１階の資料閲覧コーナーで、公開日の午前１０時からおおむね１年間公開
　します。
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合格発表及び選考結果の通知８

　選考会場周辺で、有料にて合否通知、電報等の受付を行っている場合がありますが、東京消防庁とは一切関係ありま
せん。東京消防庁では、合否通知等で料金を徴収することはありません。合否は、受験者全員に無料で通知します。

※　電話での合否に関する照会には応じていません。
※　合格発表日に本人通知を郵送（発送）します。発表日の翌日から５日間経過しても本人通知が届かない場合には、
東京消防庁人事部人事課採用係へ必ず問い合わせてください（平日の午前８時３０分から午後５時１５分まで）。

最終合格については、第１次選考、第２次選考及び受験資格の確認の結果を総合的に判定し、東京都人事委員
会の書類選考を経て決定します。

採用選考を受験した人で、不合格者（すべての科目を受験した人に限る。）のみに次のとおり通知します。
（２）選考結果の通知

（１）合格発表

【本人通知】
【ホームページ】５月１８日（月）

７月１５日（水）

第1次選考
合格発表

最　　終
合格発表

区　分 発　表　方　法発　表　日

本人通知でお知らせします。

通　知　内　容対　　象

第1次選考の不合格者

第2次選考の不合格者

受験者数、合格者数、第１次選考不合格者の中に
おける選考結果のランク表示
第２次選考の受験者数、最終合格者数、第２次選考
不合格者の中における選考結果のランク表示

通　知　方　法

※　東京消防庁本部庁舎１階ロビーでの掲示発表は行いません。
　

合否にかかわらず受験者全員に文書で通知
東京消防庁ホームページ
（https://www.tfd.metro.tokyo.lg.jp）に掲載
合格発表日の午前１０時から１週間延　　期

延　　期



職務内容等1１

給 与 等1２

給　与（採用時） 約２６１,４００円

　東京消防庁の消防本部及び各消防署等において、都民の生命、身体及び財産を災害から守るために、主に次
の業務を行います。
ア　火災等の防除・鎮圧、救助、救急等
　※　女性消防官については、毒劇物等に係る特殊な災害活動業務への従事制限があります。
イ　建物の安全指導、火災予防のための立入検査、危険物施設の安全対策、防火・防災管理者等への指導、火
災原因調査等

ウ　都民生活の安全確保、要配慮者の安全確保、消防広報等
エ　消防車両・機器の整備等
オ　震災対策、防災訓練指導、消防水利の整備等
カ　その他消防行政に関する業務
　　大学等で専攻した専門分野を次のような業務に活かすことができます。
　　法　律  …  消防行政にかかる訴訟関係事務、条例などの法令改正
　　建　築  …  防災都市の計画、消防庁舎の設計・施工監理、法令改正や基準作成
　　電　気  …  電気関係設備の設計・施工監理、電気に起因した火災原因調査
　　電子・通信  …  有線・無線ネットワークシステムの企画・立案・設計、通信機器の保守、ICT関連業務
　　化　学  …  特殊災害における警防計画の作成、火災性状・燃焼現象の検証、危険物にかかる災害の検証
　　物　理  …  特殊災害における警防計画の作成、火災性状・燃焼現象の検証
　　土　木  …  震災対策の推進、防火水槽等の設計・施工監理、消防水利の整備
　　機　械  …  消防車両の設計、機械設備の設計、消防装備に関する技術改良・検証

　　東京消防庁の主な勤務体系については、以下のとおりです。
ア　毎日勤務
月曜日から金曜日までの５日間（各７時間４５分）に３８時間４５分の勤務時間を割り振ります。日曜日及

び土曜日は週休日となります。
イ　交替制勤務（三交替）
部別に２１日を１週期とする勤務サイクルを定め、当番及び日勤日にそれぞれ勤務時間を割り振り、３週間

を平均とした１週間あたりの勤務時間を３８時間４５分としています。

ア　この初任給は、２０２０年１月１日現在の給料月額に地域手当を加えたものです。
　　なお、給与改定があった場合は、その定めるところによります。
イ　上記のほか、扶養手当、住居手当、通勤手当、期末・勤勉手当等の制度があります。
ウ　学歴及び職歴に応じて、一定の基準により加算される場合があります。

高度な消防行政を担う中枢職員の育成を目的として、専門知識の活用と行政実務能力の向上を図るための経歴
管理を行います。
公正な昇任試験により行われ、本人の努力次第で上位の階級に昇任できます。なお、消防士長の階級までは選

考となります。
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（１）業務内容

（２）勤務体系

（１）給与

（２）経歴管理・昇任



　私は東京消防庁消防職員採用試験（選考）を受験したいので、上記のとおり申込みます。なお、私は次に掲げ
る各号のいずれにも該当していません。また、この申込書のすべての記載事項に相違ありません。
（注意）記載事項に虚偽があると、職員として採用される資格を失う場合があります。
１　日本の国籍を有しない者
２　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者
３　東京都職員として懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から２年を経過しない者

５　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者　　　

４　人事委員会又は公平取引委員会の委員の職にあって、地方公務員法第６０条から第６３条までに規定する
　罪を犯し刑に処せられた者
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東京 大手町大学 建　築

大手町大学大学院 建　築

専門系 建   築

〔申込書記入例〕

２０１７年９月２０日　第△回全国○○競技大会　陸上１万ｍ　２位（２８分３０秒）
２０１４年１０月２２日　２０１３年度全日本吹奏楽コンクール全国大会金賞

大型自動車免許（第一種）

hikesidamasii@△×□.ne.jp

東消　次郎
ト ウ シ ョ ウ

私立

東京 私立

千葉 県立 竹橋高等学校 普　通

生年
月日

ジ ロ ウ

※黒ボールペンで記入すること。温度の変化によってインクや筆跡が透明化するペンは使用しないこと。
　訂正は二重線で行い、修正液・訂正印は使用しないこと。試験（選考）案内７ページの記入例及び下部のチェック欄を参照すること。

令和２年度 東京消防庁消防官採用試験（選考）受験申込書消防官

分
区
験
試 （ア）区分名 （イ）試験地（専門区分）（ウ）試験区分コード （エ）２次試験区分コード

〒
↑裏面参照 ↑専門系は専門区分を記入

年 月 日

↑両方記入すること。ない場合は空欄でよい。　ハイフンは省略

↑該当欄に○を記入

男性 女性

）
先
送
郵
票
験
受
（

所
　
住

号
番
話
電

学歴
コード別

性

自宅

携帯
電話

↓アパート名等を省略せず、確実に受験票が到着する郵送先を記入

漢字
氏名

カタカナ
シメイ

折曲 厳禁

スポーツ・音楽経歴（100字以内にまとめて記入）

名　　　称

西暦　　　　　年　　　月　取得 西暦　　　　　年　　　月　取得 西暦　　　　　年　　　月　取得

西暦　　　　　年　　　月　取得 西暦　　　　　年　　　月　取得 西暦　　　　　年　　　月　取得

資格コード 名　　　称 資格コード 名　　　称 資格コード

格
　
資

↓コードは裏面参照

★

メール
アドレス

都道府県 学部・学科・専攻名 学科コード 在学期間 修学区分
↓コードは裏面参照

↑↓ 。いさだくてし入記をドーコの）2（ 7 、4.Pず必 入記みののもるす当該に定評歴経・格資

学校名学校区分
最終
学歴

①
②称

名
校
学 卒　業 卒業見込

在学中（　　年）
　　　 　年　 　月から
　　 　年　 　月まで

　　　 　年　 　月から
　　　 　年　 　月まで

　　　 　年　 　月から
　　　 　年　 　月まで

卒　業 卒業見込

在学中（　　年）

卒　業 卒業見込

在学中（　　年）

※高等学校以降の学歴を必ず記入
　義務教育及び中退学歴は記入の必要なし。

※コードはP.4 、 。いさだくてし照参を）2（ 7 
※資格コードにない資格は記入しないでください。

資格コード

欄
署
自

記載事項に相違ありません。

　　　　 年 　　月　　 日

氏名

↑ 必ず自署してください

切手の貼付がない
場合、受験できま

せん。

63円切手
貼付欄

＜
＞

□受験資格を満たしていますか？→試験（選考）案内 ３ 参照
□試験（専門）区分･申込受付期間･試験（選考）日を確認しましたか？→試験（選考）案内 ２ 参照
□６３円の切手をしっかり貼付しましたか？
□記入漏れがないか、再度確認してください。特に自署欄を忘れずに。
□Ａ4の封筒に入れ、申込受付期間内（消印有効）に簡易書留で郵送してください。

チェック 〈記入時の注意〉
※文字は枠線に触れない
ように記入すること。

※この貼付欄に収まるよ
うに貼付してください。

（本人自筆）

↑Ⅲ類申込者のうち、第１次試験地を札幌、鹿児島を選択した場合のみ記入

←
〈注意〉
カタカナで記入
姓と名前は、１マス空ける濁点は同じマスに記入

↑裏面の学歴コードの選択優先順を参照

208

1 3 0 2019 4
2021 3

1 3 0 2015 4
2019 3

2東京都千代田区大手町
○－△－×
メゾン大手町２０２号室

2012 4
2015 30 9 0

９９１ 0 3６ 0 7

0 1 2
0 9 0 7 8 9 2

3 4 5 6

2018 8

１ 2５ 2 30

4 ０１
4 ０２

１ 3５

１ １１
2019 11 2017 10 2017 2
建築士（二級） TOEIC 730点以上電気主任技術者（第一種）

裏面の試験区分コードを確認して
から記入してください

この郵送先・氏名欄へ受験票が送付され
るので、正しく丁寧に記入してください

●資格・経歴評定の対象となる資格はP.4参照
●上記以外の資格については記入の必要はありません

スポーツ・音楽経歴の対象となるもの以外は
記入しないでください（P.4参照）

濁点は同じマスに記入します

東消　次郎

2020 4 10必ず自署してください

63円切手を必ず貼付してください

確認後、チェックしてください
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案内図

幡 ヶ 谷 駅

笹 塚 駅

東 北 沢 駅

代々木上原駅

代々木上原駅東北沢駅
小田急線

大山

幡ヶ谷1

郵便局

コンビニ

電気店

コンビニ

東京消防庁消防学校

五條橋

常盤橋

急な
登り坂

幡ヶ谷駅笹塚駅
京王線 南口

甲州街道

井の頭通りN

消防技術安全所

笹塚1東薬局

大山公園

コンビニ
ショッピングモール21

大山公園

コンビニ
ショッピングモール21

◆東京消防庁本部庁舎
東京都千代田区大手町１－３－５

◆東京消防庁消防学校（参考）
東京都渋谷区西原２ー５１ー１

N

外堀通り
日本橋川

神田橋

気象庁前気象庁前

大手濠

丸の内消防署
日経ビル JAビル

経団連
会館

気象庁

KDDI
ビル

KKR
ホテル

り
通
谷
比
日

東京消防庁本部庁舎

り
通
堀
内

竹橋駅
４出口

大手町駅Ｃ５出口

大手町駅Ｃ２a出口

大手町駅
C２b出口

〈交通〉

○

○

○

○

京 王 新 線

京 王 線

小 田 急 線

東京メトロ千代田線・小田急線

か ら

か ら

から

から

徒歩１0 分

徒歩１5 分

〈交通〉

○東京メトロ 東 西 線 竹　橋　駅
  （４出口） から 徒歩 ２ 分

○東京メトロ 千代田線 

○東京メトロ 半蔵門線

○東京メトロ 丸ノ内線

○都営地下鉄 三 田 線

大 手 町 駅
（C５出口） から 徒歩 ３ 分
（C２a出口） から 徒歩 ３ 分
（C２b出口） から 徒歩 ３ 分

石油系溶剤を含まない
インキを使用しています。

※問い合わせの多い質問（FAQ）も掲載しています。

〒１００-８１１９　東京都千代田区大手町１－３－５　TEL０３－３２１２－２１１１　 内線３１６５～３１７０
採用フリーダイヤル　０１２０－１１９－８８２（平日の午前８時３０分から午後５時１５分まで）
ホームページ　https://www.tfd.metro.tokyo.lg.jp

東京消防庁人事部人事課採用係〈問合せ先〉

※持参申込受付及び合格発表掲示は行いません。
　

※持参申込受付及び合格発表掲示は行いません。
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