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火災、救急情報、各種届出様式もホームページからダウンロードできます。

https://www.otokuni119-kyoto.jp/
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▢火▢の▢用▢心

─ 火事の お・し・て 119 ─
　「火事の『お・し・て１１９』」は火災発生時の行動を示した標語です。
　火災を見つけたらどう行動すればいいのか、通報や消火などの優先順位を教えてほし
いという疑問に対して考案したものです。
　乙訓消防の職員が、「火事の『お・し・て・１１９』」の標語をテーマにして、全国消
防職員意見発表会で発表しました。動画も検索できます。 おして119　意見発表

　おきな声で
火事だ！と叫ぶ
お 　ょうかき

を使う
し

に通報する

119　んじょうまで
火が大きくなっ
たら逃げる

て

火
事
だ
ー
ッ
！

　一人での消火活動には危険が伴うので、大声で周りの人に火災であることを伝えること
が大切です。

大きな声で周りに知らせる！

消火器の使い方

安全ピンを引き抜く。

① ⬆

⬆

⬆

ホースを外して火元に向ける。

②⬆

⬆

⬆

レバーを強く握ると消火薬剤が噴出。

③

⬆

⬆

⬆

119番通報
一刻を争う119番通報。落ち着いて指令係員との対応をお願いします。

【119番のポイント】
（１）火事ですか？救急ですか？
（２）場所、状況を伝えてください。
（３）あなたの名前と電話番号を教えてください。
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広報 おとくに消防

消防訓練マニュアル ～保存版～

　多数の方が集まる建物の所有者などは、消防法および消防法施行令で、防火管理者を
選任し、消防計画を作成し、消防計画に基づく訓練を行うことが義務づけられています。

なぜ消防訓練をしなければいけないの？

●消防訓練の流れ
①覚知……… 火災の発見または自動火災報知設備の受信機

にて確認。
②現場確認…受信機の地区窓の発報箇所へ確認に向かう。
　　通報（情報伝達）… 職員や周囲の人に火災を知らせる。

119番通報。
③　初期消火… 消火器や屋内消火栓などを使用し、初期消

火を実施する。
　　避難誘導… 出火箇所を避けた誘導を実施する。避難が

困難な方がいる場合は、搬送の補助に向か
う。エレベーターを使用せず、防火戸を有効活用する。

●119番通報要領
消防「119番消防です。火事ですか。救急ですか。」

　　　　通報者「火事です。」

消防「場所はどこですか？」

　　　　通報者「○○市（町）〇〇〇の〇番〇号」

　　　　　　　 「〇〇会社（建物名）です。」

消防「何が燃えていますか。」

　　　　通報者「１階の事務所から火が出ました。」

消防「逃げ遅れた人やけがをされた方はいますか。」

　　　　通報者「いません。」

消防「通報者のお名前と電話番号を教えてください。」

　　　　通報者「〇〇（名前）です。電話は○○-○○-〇〇」です。
※ 携帯電話からの通報は、他消防につながる可能性があるため、訓練通報については固定電話から
通報願います。

※訓練通報時、指令係員が応答しますので、最初に「訓練です。」とつけて応答してください。

3 2020.12



▢火▢の▢用▢心

●屋内消火栓の使用方法

① ポンプ起動ボタンを押し、ホース
を延長する。

② ホース延長後、バルブを開放し、
放水する。

※１人で操作できるものもあります。

消防訓練チェック表

通報

大きな声で「火事だ！」と言えましたか

指令係員の質問をしっかりと聞けましたか

指令係員の質問に落ち着いて答えられましたか

消火

消火器を出火箇所に搬送できましたか

消火器の取り扱いは適切でしたか

屋内消火栓の取り扱いは適切でしたか

避難

避難誘導は適切でしたか

避難経路の選択は適切でしたか

放送設備の取り扱いは適切でしたか

逃げ遅れの確認はしましたか

出火部屋の扉を閉めましたか

消防隊到着時 情報提供は適切でしたか（出火箇所、初期消火の有効性、逃げ遅れた人数、全体の人数）

Check

●どういう書類が必要なの？
①消火訓練・避難訓練の通報書
②消防訓練・防火指導等の依頼書
③訓練の計画書（訓練の流れを記入してください）
④避難経路図（出火想定箇所には〝火〟と記入してください）
※ ①、②は乙訓消防組合ホームページ内「申請・届出用紙」の「消防署・東分署関係」から選択し、ダウン
ロードしていただくことができます。

　訓練を何度も実施し、誰もがどの役割も出来るようにしてください。慣れてくると出火箇所を変
えたり、少ない人数で訓練に対応するなど、負荷を変えて実施してください。

最後に
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広報 おとくに消防

炎より怖い有毒なガス
煙は一酸化炭素や青酸ガスなどの有毒
ガスが含まれ、中でも一酸化炭素を吸
うと動けなくなり、濃度が高いと死に
至ります。

煙は垂直方向に　3～5ｍ／秒
かけ足の速さ

煙は水平方向に　0.5ｍ／秒
人が歩く速さ

火災発生時 煙の少ない方へ逃げる
命の危険レベル

火災発見時、火災の部屋のドア、階段にある防火戸などの扉を閉めて有毒ガスを含む煙が広
がらないようにします。どこが火災かわからない時、煙の少ない方の非常口、階段を目指し
て下に降ります。（下から煙が来ている場合、別の避難できる所を探してください。）

階段で逃げられなくても
諦めないで！ 逃げる場所を探す

命の危険レベル

～

　部屋や廊下に避難器具がない、そ
こまでたどり着けずに煙が迫って
きている時は、逃げた部屋のドア
の隙間から煙が入ってこないよう 
テープやティッシュなどで目張りを
してください。

　煙に覆われ、熱気でその場にいら
れない場合、２階のバルコニーや 
２階の窓からぶら下がって避難する
ことを最後の選択肢の一つとして
逃げることを考えてください。

1 2 3

　可能ならバルコニーなどに逃げて
ください。マンションなどにある間仕
切り板を蹴破って行くと避難はしご 
があることがあります。
　また、職場にも避難はしごの他、
救助袋などの避難器具が設置されて
いることもあるので、日頃から避難
経路を確認しておくことが命を守る
行動になります。

もし火災になった場合は命を守る行動を

煙は有毒ガス！吸わないよう逃げて！

Q.避難が困難な方などはどこへ逃げる？
A.　バルコニーや防火区画（防火戸と燃えにくい壁で囲われた空間）な
どの煙が入って来ない所に、介助者などと一旦逃げ消防隊の到着を待っ
てください。
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▢火▢の▢用▢心

　いつ何時の火災出場でも、迅速かつ的確に活動できるよう、日々実戦に即した訓練や、住民ニーズの多様化等の
環境変化に的確に対応するために、若手職員が中心となり勉強会を実施しています。

─ 消防隊 ─

　救急隊は傷病者の生命が切迫した状況の中、安全・確実・迅速に活動ができるよう、日々の訓練で研鑽を積んでいます。
救急隊には救急救命士の資格を持つ隊員が配置されており、医師の指示のもと高度な技術を使い救命処置(特定行為)
を行うことができます。特定行為には、器具を用いた気道確保・薬剤投与・静脈路確保のための輸液があります。

─ 救急隊 ─

　火災、車両救助、水難救助、建物事故など、あらゆる災害に対応した訓練を行っています。

─ 救助隊 ─

おとくに消防 訓 練 風 景
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広報 おとくに消防

　乙訓消防組合では、住宅用火災警報器の設置状況調査を毎年実施して
います。
　令和元年の調査結果では、乙訓消防組合火災予防条例の基準どおりに
設置されている住宅（全部設置）は45.4％。設置されているが、条例の
基準には足りなかった住宅（一部未設置）は34.7％、設置されていない
住宅（未設置）は19.9％でした。
　総務省消防庁が集計した全国の結果と比較すると、乙訓地域は一部 
未設置の割合が高いことがわかりました。
　その理由として、８割以上が「設置する場所がわからなかった。」と
回答されています。

Ｑ.住宅用火災警報器　どこに設置するか知っていますか？
Ａ. 住宅用火災警報器は、住宅の寝室、階段、台所に設置することと、消防法及び
乙訓消防組合火災予防条例で定められています。

住宅用火災警報器　設置場所はこちらです！

住宅用火災警報器 ～「早く知る」ことで大切な命を守る～　

住宅用火災警報器設置状況調査結果

■全部設置　■一部未設置　■未設置
(令和元年調べ)

【乙訓地域】

45.4%
34.7%

19.9%

【全国】

67.9%
14.4%

17.7%

寝室　義務
寝室として使う部屋
ごとに設置が必要です。

階段　義務
２階以上に寝室がある
場合は、階段部分に設
置が必要です。

おススメ
タバコや線香、ろうそく
など火を使うことがある
部屋には積極的に取り付
けましょう。

台所　義務
調理の煙や湯気が直接
かからない位置に設置
が必要です。

住宅用火災警報器は、10年ほどで電池が無くなり鳴らなくなります。
警報器についている点検ボタンや点検ヒモなどを使用して、定期的に作動の確認をしましょう。
正常に作動しない場合は、買い替えましょう。
購入したけれども、取り付けが難しいという場合は、取り付けのお手伝いをする制度もあります
のでご相談ください。（担当：予防課☎075-953-6036）

こころくんの
防火マメ知識
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▢火▢の▢用▢心

１　職員の任免及び職員数に関する状況
⑴　職員の採用・退職の状況

区　分 31年4月1日～2年3月31日 30年4月1日～31年3月31日
採　用 退　職 採　用 退　職

消防吏員 ８人 ７人 ８人 ９人
消防吏員以外の職員 ０人 ０人 ０人 ０人

⑵　職員採用試験の状況　（令和２年４月１日採用）
職　種 募集人員 受験者（a） 合格者（b） 採用者数 競争率（a/b）
消防吏員 ６人 33人 ８人 ６人 4.1倍

⑶　退職者の状況
定年退職 勧奨退職 普通退職 分限免職 懲戒免職 死亡退職 合　計
６人 ー ー ー ー １人 ７人

※総務課職員数には、消防学校初任科入校中を含む。

⑷　所属別職員数　（各年度４月１日現在）

区　分
職員数(人)

対前年度増減(人)
２年度 元年度

消
防
本
部

1 1 ０
総務課 16 16 ０
予防課 9 9 ０
警防課 28 29 ▲１
救急課 3 3 ０
小　計 57 58 ▲１

消
防
署

向日消防署 43 43 ０
長岡京消防署 43 43 ０
　〃　東分署 12 12 ０
大山崎消防署 28 28 ０
小　計 126 126 ０

合　計 183 184 ▲１

⑸　職員数の推移　（各年度４月１日現在）
職　種 ２年度 元年度 30年度 29年度 28年度
消防吏員 183人 184人 185人 182人 181人

消防吏員以外の職員 0人 0人 0人 0人 0人
合　計 183人 184人 185人 182人 181人

職員１人当たり人口 844人 840人 833人 840人 836人

  ⑹　年齢別職員数　(令和２年４月１日現在)

区　分 20歳未満 20歳～
23歳

24歳～
27歳

28歳～
31歳

32歳～
35歳

36歳～
39歳

職員数 3人 17人 21人 30人 27人 22人

区　分 40歳～
43歳

44歳～
47歳

48歳～
51歳

52歳～
55歳

56歳～
59歳 60歳以上 合計

職員数 ８人 14人 10人 12人 19人 0人 183人

２　職員の人事評価の状況
　平成28年度から全職員（嘱託職員等を除く。）を対象に、能力評価
と業績評価の２つを評価する人事評価制度に取り組んでいます。

３　給料表の状況　（令和２年４月１日現在）　　　　　（単位：円）
１級 ２級 ３級 ４級

公
安
職

１号給の給料月額 169,900 185,600 211,600 251,300
最高号給の給料月額 324,800 361,600 380,900 398,300

行
政
職

１号給の給料月額 146,100 195,500 231,500 264,200
最高号給の給料月額 247,600 304,200 350,000 381,000

５級 ６級 ７級 ８級
公
安
職

１号給の給料月額 294,300 320,200 347,600 381,900
最高号給の給料月額 415,700 425,200 440,700 454,800

行
政
職

１号給の給料月額 289,700 319,200
最高号給の給料月額 393,000 410,200

令和元年度  乙訓消防組合の人事行政運営等の状況

⑺　職員手当の状況
ア　期末・勤勉手当の状況

支給実績（令和元年度決算） 297,005,761円
１人当たり平均支給年額（令和元年度決算） 1,596,805円

令和元年度
支給割合

区　分 ６月期 12月期 合計
期末手当 1.300月 1.300月 2.6月
勤勉手当 0.925月 0.975月 1.9月

計 2.225月 2.275月 4.5月
加算措置の状況 職制上の段階、職務の級等による加算措置（5％～15％）

イ　退職手当　（令和元年度末）
１人当たり平均支給額 23,288千円

区　分 乙訓消防組合 国
支給率 自己都合 勧奨・定年 自己都合 勧奨・定年
勤続20年 19.6695月分 24.586875月分 19.6695月分 24.586875月分
勤続25年 28.0395月分 33.270750月分 28.0395月分 33.270750月分
勤続35年 39.7575月分 47.709000月分 39.7575月分 47.709000月分
最高限度額 47.7090月分 49.709000月分 47.7090月分 49.709000月分
※ １人当たり平均支給額は、令和元年度に退職した職員に支給された平均額です。

区分 標準的な職務内容 階　級 職員数 構成比
１級 消防士の職務 消防士 25人 13.6％
２級 消防士の職務 消防副士長 25人 13.6％
３級 主任の職務 消防士長 30人 16.4％
４級 主査の職務 消防司令補 29人 15.9％
５級 係長級の職務 消防司令補 15人 8.2％
６級 課長補佐の職務 消防司令 27人 14.8％
７級 次長級及び課長級の職務 消防司令長、消防司令 31人 17.0％
８級 消防長の職務 消防監 1人 0.5％

合　計 183人 100％

⑹　級別職員数の状況
ア　公安職の級別職員数の状況　（令和２年４月１日現在）

区分 標準的な職務内容 職員数 構成比
１級 主事の職務、主事補の職務 ― ―
２級 主事の職務 ― ―
３級 主査の職務 ― ―
４級 係長級の職務 ― ―
５級 課長補佐の職務 ― ―
６級 課長級の職務 ― ―

合　計 ― ―

イ　一般行政職の級別職員数の状況　（令和２年４月１日現在）

４　職員の給与の状況
⑴　人件費の状況

区分 住民基本台帳人口
（R元．10．１） 歳出額　Ａ 実質収支 人件費　Ｂ 人件費率

Ｂ／Ａ
30年度の
人件費率

元年
度 154,680人 1,944,344

千円
33,481
千円

1,538,036
千円 79.1％ 78.1％

※ 職員手当には退職手当・児童手当を含んでいません。
　職員数は、平成31年４月１日現在で再任用職員２人を含む人数です。

⑵　職員給与費の状況

区　分 職員数Ａ 給与費 １人当たり
給与費（B／A）給料 職員手当 期末・勤勉手当 合計Ｂ

元年度 186人 690,703
千円

215,168
千円

297,006
千円

1,202,877
千円

6,467
千円

⑶　職員の平均年齢、平均給料月額及び平均給与月額の状況　（令和２年４月１日現在）
平均年齢 職員数 平均給料月額 平均給与月額
37歳6月 183人 309,103円 　390,939円

⑷　職員の初任給の状況（公安職）　（令和２年４月１日現在）
大学卒 短大卒 高校卒
201,400円 183,700円 169,900円

⑸　職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況　（令和２年４月１日現在）
区　分 経験年数10年 経験年数15年 経験年数20年
大学卒 276,060円 324,800円 367,700円
高校卒 262,080円 299,967円 該当なし

2020.12 8



広報 おとくに消防

ウ　地域手当　（令和元年度末）

エ　特殊勤務手当　（令和２年４月１日現在）

⑻　特別職の報酬等の状況　（令和２年４月１日現在）

支給実績（令和元年度決算） 43,041,479円　　
１人当たり平均支給年額（令和元年度決算） 231,375円
支給対象地域 支給率 支給対象職員
全域 ６％ 186人（再任用職員2人含む）

支給実績（令和元年度決算） 4,845,200円
１人当たり平均支給年額（令和元年度決算） 35,110円
手当の名称 主な支給対象職員 主な支給対象業務 支給単価
災害出場手当 対象業務従事者 災害活動 １回300円
救急出場手当 対象業務従事者 救急活動 １回100円
救急救命士手当 救急救命士有資格者 救急活動 当務１回500円

区　分 人　員 給料・報酬月額

給　料 管理者 １人 11,000円
副管理者 ２人 9,000円

報　酬
議　長 １人 10,000円
副議長 １人 8,000円
議　員 ７人 7,000円

５　職員の勤務時間その他の勤務条件の状況

７　職員の分限及び懲戒処分の状況
⑴　分限処分者数
　　「心身の故障の場合」が２名
⑵　懲戒処分
　　該当者はありません。

８　職員の服務の状況
⑴　職務に専念する義務の免除
　 　研修の受講や、職位に関連のある他の公務員として職を兼ねる場
合などにこの義務を免除しています。
⑵　営利企業などへの従事制限
　 　公務に影響を及ぼさないなど一定の条件の下で、任命権者の許可
を得て営利企業に従事することが出来ます。たとえば、国の統計調
査員を兼ねる場合などが該当します。

９　研修制度の概要
　より質の高い行政サービスを提供するために、多様な研修を行っ
ています。たとえば、一般研修として管理・監督職員へマネージメ
ント研修、専門研修として京都府立消防学校・京都市立消防学校・
消防大学校・各救急病院などで、専門知識の習得に努めています。

10　福利厚生
⑴　職員の健康管理
　 　法令などに基づき、健康診断、健康相談、保健指導などによる職
員の健康管理を行っています。
⑵　職員互助会に関する事項
　 　地方公務員法では、事業主として行うべき福利厚生計画の樹立と
実施を義務付けています。勤労意欲の向上などを目的に事業を行っ
ています。
⑶　公務災害
　 　公務中の負傷や公務を起因とする病気、通勤途上で負傷した場合
に、地方公務員災害補償法に基づき補償を行っています。

11　公平委員会の業務の状況
　公平委員会は、職員の給与・勤務時間その他の勤務条件に関する
措置要求を審査・判定します。また、職員に対する不利益処分に関
する不服申し立てについて採決等をすることによって、人事行政の
公平性を確保しています。
　令和元年度の処理状況は以下のとおりでした。

・ 職員の勤務条件に関する措置の要求状況 ０件
・ 職員に対する不利益処分についての不服申立ての状況 ０件

⑴　勤務時間の状況　（令和２年４月１日現在）
区　分 勤務時間 休息時間 休憩時間 勤務時間数
毎日
勤務者

8時30分～
17時15分 12時00分～13時00分 １週間38時間45分

(１年間で2,030時間30分)

交替制
勤務者

8時30分～
翌日8時30分

12時00分～12時15分

17時00分～17時15分

22時00分～22時15分

6時30分～  6時45分

12時15分～13時00分

17時15分～18時00分

0時00分～  6時30分

(１年間で2,030時間30分)

⑵　年次有給休暇の取得状況　（令和元年度末）
総給付日数 総取得日数 全対象職員数 平均取得日数 取得率
7,175日3時間 2,951日0時間 184人 16日0時間 41.1％

６　職員の休業に関する状況
　　（育児休業、部分休業及び育児短時間勤務）

平成30年度 平成29年度
育児休業 部分休業 育児休業 部分休業

男性職員 ― ― ― ―
女性職員 ― １ ― １

消防トピックス

議会だより
● 令和2年6月26日開会の第2回定例会では令和元
年度乙訓消防組合一般会計補正予算（第4号）に
ついて（議案第4号）、向日消防署新築工事請負
契約の締結について（議案第5号）、令和2年度
乙訓消防組合一般会計補正予算（第1号）（議案
第6号）の3議案について審議され、原案どおり
可決及び承認されました。

● 令和2年9月30日開会の第3回定例会では、乙訓
消防組合消防職員の特殊勤務手当に関する条例
の一部改正について（議案第7号）、乙訓消防組
合火災予防条例の一部改正について（議案第8
号）、令和元年度乙訓消防組合一般会計歳入歳出
決算の認定について（議案第9号）、令和2年度
乙訓消防組合一般会計補正予算（第2号）につい
て（議案第10号）の4議案について審議され、
それぞれ原案どおり認定および可決されました。

令和元年度乙訓消防組合一般会計歳入歳出決算状況
● 乙訓消防組合の令和元年度一般会計予算歳入歳出決算が9月30日
の消防組合議会で認定されました。歳入総額は19億8,060万5千
円、歳出総額は19億4,434万4千円、歳入歳出差引額は3,626万1
千円です。歳入歳出の概要については、次のとおりです。

● 「歳入」　歳入の主な内容は、向日市・長岡京市・大山崎町からの
分担金が19億1,800万5千円で歳入全体の96.8％を占めています。
その他の収入として、危険物関係等事務手数料が140万1千円、
前年度繰越金が1,591万5千円、救急自動車の更新整備に伴う国
庫支出金1,336万9千円、消防車両の更新整備等に伴う消防組合
債が2,640万円などとなっています。

● 「歳出」　歳出の主な内容は、性質別では、給料等の人件費が15億
3,717万1千円で全体の79.1％を占めています。その他の歳出と
して、公債費では地方債の償還分で1億5,562万5千円。物件費で
は本部・各署庁舎維持管理経費等で1億4,054万2千円。投資的経
費では消防車両の更新整備等で4,416万1千円などとなっています。
　 　また、財政調整基金の年度末残高は3,183万8千円となっています。
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▢火▢の▢用▢心

１　 令和元年の火災原因は、１位〇〇〇、２位焚き火、３位こんろ。
２　 地球上のある地点の南北の位置を表す座標。
３　 先進国首脳会議（主要国首脳会議）の通称。〇〇〇〇。
４　 乙訓消防のマスコットはこころ○○。
５　 長野県と栃木県の間にある、前橋市に県庁がある県。
６　 地震に伴い発生した大規模火災などにより地域全体が危険

となったときに、自治体が指定した避難場所を〇〇〇〇避
難場所という。

８　 船舶に陸上の特定の位置を示すために設置する塔状の構造
物。夜間には灯火を放ち、また、霧笛を鳴らすなどして船
舶の安全を守る。

10　数を数えることの英訳。
11　顔の上部。髪の生え際から眉のあたりまでの間。おでこ。
12　一定の間隔で切れ目を入れた線。目のあらい点線。
14　 風水害や土砂災害、また地震が発生した場合に想定される

被害やその範囲を示した地図を〇〇〇〇マップといいます。
16　 都市部では地面が舗装されており雨が地面にしみ込まず、

大部分が河川に流れ込む。そのため短時間の豪雨により、
河川や水路が氾濫することを○○○○水害という。

18　 一方が高く他方が低く傾斜している道。
20　 バラ科の落葉高木。早春、葉より先に、白・淡紅・紅色な

どの香りの強い花を開く。実は球形で、６月ごろ黄熟し、
酸味がある。中国の原産。松や竹とともにめでたい植物と
されている。

21　 ランプ・ろうそくなどの中央にある火をつける糸。

１　 昭和34年の伊勢湾台風を契機として昭和36年に制定
された一般法。災害〇〇〇〇基本法。 

５　 肝臓や筋肉で合成され蓄えられているエネルギーのも
ととなる多糖を〇〇〇ーゲンという。

７　 昭和63年に開催された京都国体で、長岡京市内が会場
となったスポーツ。ラケットで羽毛球を打ち合うもの。

９　 江戸時代、幕府の馬に関することをつかさどった職名。
11　 ○○○○脱ぐ。ひと奮発して援助するの意味。
13　 海水浴場・プールなどで危険区域を示したり場所を区

切ったりするために水面に浮かべるもの。浮標。ブイ。
14　 布や紙などでつくり、高くかかげ、目標、装飾とする

もの。のぼり。
15　 火災予防の基本です。整理○○○○。
17　 消防の任務は国民の生命、身体、○○○○を火災等の

災害から守ることです。
19　 死にものぐるいでたたかうこと。命がけのたたかい。
21　 県の中央に県土の約６分の１を占める日本最大の湖が

ある県。○○県。
22　 （入り口・戸口などの）戸・扉。「自動○○」 「回転○○」
23　 一般にろうそくを用いた携帯用の照明具をいい，提灯、

灯籠などを意味する英語に由来。

A～Fの文字を並べて次の文章を完成させてください

防ぐためにコンセントの掃除をしましょう！！

A B C D E F 火災を

A：ト　B：ラ　C：ッ　D：キ　Ｅ：ン　Ｆ：グ

タテのかぎ ヨコのかぎ

クロスワード

1 2 3 4 5 6

7 8

C
9 10

11 12 13

D

14 15 16

17 18

E
19 20

21

22 23

B

A

F

クロスワードの各かぎの答えはホームページ上で
公開いたします。 乙訓消防 検索

https://www.otokuni119-kyoto.jp/

ⒶⒷⒸⒹⒺⒻ火災とは、コンセントに 
差し込んだプラグの差し刃間に付着した
綿埃等が湿気を帯びて微小なスパークを
繰り返し、やがて差し刃間に電気回路が
形成され出火が起きる火災を言います。
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万が一の

住宅用火災警報器は
ついていますか？

ご意見・ご感想をお寄せください。TEL.

〒617-0833 京都府長岡京市神足芝本9番地 乙訓消防組合消防本部予防課予防企画係
075-953-6042（直通） Eメール.yobo@otokuni119-kyoto.jp

乙訓消防組合
消 防
本 部

長岡京市神足芝本9番地
TEL075-952-0119
FAX075-953-1190

向 日
消防署

向日市寺戸町西ノ段9番地の8
TEL075-934-0119
FAX075-922-1190

長岡京
消防署

長岡京市天神四丁目2番1号
TEL075-957-0119
FAX075-957-4357

東分署
長岡京市神足芝本9番地
TEL075-954-0119
FAX075-954-0129

大山崎
消防署

大山崎町字円明寺小字百々1番地
TEL075-956-0119
FAX075-957-0999

令和２年度一般公募普通救命講習について

☆講習開催日については、適宜乙訓消防組合ホームページに掲載します。
　今年度、新型コロナウイルス感染症拡大に伴い感染防止のため、一時講習会を見合
わせていました。
　受講予定の皆様には、大変ご不便をおかけしておりましたが、感染防止に配慮し下
記のとおり内容を変更して実施します。
　１　講習時間短縮のため、事前にWEB講習を受講していただきます。
　　　※下記「WEB講習とは」でご覧ください
　２　密を避けるため講習人数を限定して実施します。（最大９名）
　３　一般公募（個人での申し込み）に限定して開催します。
　　　※人数制限もありますので、グループ等での受付は出来ません

その火事を　防ぐあなたに　金メダル令和２年度
全国統一防火標語

　従来の普通救命講習の座学部分と実技部分を分割し、座学部分の１時間をインター
ネット上で受講、その後、概ね１ヶ月以内に実技講習２時間を受講することによっ
て普通救命講習を修了したと認定するものです。今回、新型コロナウイルス感染
症拡大に伴い、ＷＥＢ講習１時間と実技講習１時間30分（人工呼吸の実技を除く）
をもって普通救命講習を修了したと認定します。

WEB講習１時間 講習修了実技1.5時間（人工呼吸0.5時間を除く）

WEB講習とは

　乙訓消防組合各消防署（東分署含む）及び消防本部救急課にある受講申込書に
必要事項を記入し、最寄りの消防署で直接申込みください。（印鑑写真不要）
　※受講申込書は、乙訓消防組合ホームページからもダウンロードできます。
　※講習を受けた経験のある方についても、申込みいただけます。
　ご不明な点は、各消防署（東分署含む）又は、消防本部救急課までお問い合わ
せください。

申し込み方法

(総務省消防庁ホームページ）
https://www.fdma.go.jp/relocation/kyukyukikaku/oukyu/

WEB講習受講方法

① 総務省消防庁ホーム
ページ応急手当WEB
講習にて自己学習

②修了テスト合格

③ 応急手当WEB講習受講
証明書を印刷またはスマ 
ートフォン画面に保存し、
申し込み時に持参する。

④ 最寄りの消防
署へ申し込み

⑤ 乙訓消防組合消防
本部で実施する講
習会を受講

⑥ 普通救命講習修了証発行

令和２年度（第2回）

乙訓消防組合
消防士募集中

※  詳しくは当組合
ホームページを
ご確認ください。

申込〆切
12月10日（木） 必着
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