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東近江消防Ｗｅｂ１１９のご利用について

１．概要
東近江消防Ｗｅｂ１１９は、携帯電話やパソコン等のインターネットに接続できる機

器を利用し、東近江行政組合消防本部（以下、消防本部）に緊急時の１１９番通報が行
えるシステムです。

２．利用対象者
聴覚障害者や音声・言語機能障害者の方等、音声言語により意思疎通を図ることに支

障がある方で、東近江消防管内（近江八幡市、東近江市、日野町、竜王町、愛荘町）に
居住されている方。
利用対象とならない方は、通常の電話（会話）による１１９番通報を行って下さい。

３．利用できるエリア
東近江消防管内で発生した緊急事案の通報にのみ対応しています。東近江消防管内以

外で発生した緊急事案の通報には対応できません。他市町村へ出かけるような場合は十
分注意してください。

４．利用可能端末機種
インターネット接続機能及びＥメール受信機能を有している携帯電話（スマートフォ

ン含む）又はパソコン端末であれば、利用可能です。

５．申請方法
東近江消防Ｗｅｂ１１９を利用していただくには、事前登録が必要です。（登録費用

は無料です。）
「東近江消防Ｗｅｂ１１９(新規・変更・解約)申請書」に必要事項を記入し、身体障害
者手帳や運転免許証等登録者の身分を証明できるもの（住所、氏名、性別、生年月日が
確認できるもの）の写しを添付し、申請して下さい。
※新規、変更、解約、いずれの手続きにおいても身分証明書類の提出をお願いします。

申請時に提出していただいた個人情報書類については、東近江行政組合個人情報保護条
例に基づき適切に管理いたします。

必要書類は、消防本部指令課もしくは各市町の福祉課へ持参されるか、消防本部指令
課まで郵送、FAX又はＥメールにより申請して下さい。
※書類提出と併せて、メールアドレスの誤入力対策の為に、「 web119@eastomi.or.jp」
宛に、本文に氏名を記入し、Eメールを送信してください。

「東近江消防Ｗｅｂ１１９（新規・変更・解約）申請書」及び「ご利用案内」は、東
近江消防のホームページ（http://www.eastomi.or.jp/gyoumu/index.html）からダウン
ロードできるほか、管内の市役所、役場の福祉担当窓口及び管内の消防署、消防出張所
にもございます。

説明会等をご希望の場合は消防本部指令課までご相談ください。

書類提出先及び問い合わせ先
〒527－0037 滋賀県東近江市東今崎町５番３３号

東近江行政組合消防本部 指令課 Ｗｅｂ１１９担当
電話 （０７４８）－２２－７６０５
ＦＡＸ（０７４８）－２３－０１１９
ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ web119@eastomi.or.jp
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６．注意事項
(1) 東近江消防Ｗｅｂ１１９による通報はあくまでも補助的手段です。近くに電話(会

話)による119番通報を行える方がいる場合は、その方に通報を依頼することを優先し
てください。

(2) 東近江消防Ｗｅｂ１１９は登録制としておりますので、登録された方以外の人には
ＵＲＬ(東近江消防Ｗｅｂ１１９用ホームページアドレス)を教えないでください。

(3) 東近江消防Ｗｅｂ１１９は緊急通報のみに利用するものですので、緊急通報以外の
問い合わせや相談に応じることはできません。

（4) 東近江消防Ｗｅｂ１１９の利用に当たり、あらかじめ利用者自身でインターネット
サービス及びＥメール利用サービスの契約、設定を済ませておく必要があります。

(5) インターネットサービスの契約及び通報（訓練通報含む）に係る通信費用（パケッ
ト通信費）は、利用者の負担となります。

(6) 携帯電話の機種によっては、正常に動作しない可能性もありますので登録完了後の
通報訓練で動作確認を行って下さい。

(7) 携帯電話は無線電波を使用しています。携帯電話通信網のエリア外（地下、トンネ
ル等）では、東近江消防Ｗｅｂ１１９が使用できない可能性がありますので注意して
下さい。

(8) 通報が終了した後（インターネット接続を終了した後）にも、消防本部から通報内
容の確認を行うことがあります。（通報された端末機器に対し、Ｅメールを送る等で
再確認をとります。）

ですので、消防車両が現場に到着するまでは、通報した端末機器の電源を切らない
で下さい。

(9) 携帯電話事業者やインターネット事業者による通信網の工事、障害、通信規制、メ
ンテナンス等により、東近江消防Ｗｅｂ１１９が一時的に利用できなくなる事があり
ます。

その場合は、FAX119で通報をする等、別の方法で通報して下さい。

(10) 東近江消防Ｗｅｂ１１９のご利用において、携帯電話事業者やインターネット事
業者等が提供する通信網等に起因する損害が発生しても、消防本部は一切の責任を
負いかねますので、あらかじめご了承下さい。

(11) 東近江消防Ｗｅｂ１１９のシステムメンテナンス作業や障害に起因して、システ
ムの運用を一時停止する場合もありますので、あらかじめご了承下さい。

東近江消防Ｗｅｂ１１９の一時運用停止がある場合(事前に分かっているもの)は、
利用者に対しＥメール等により東近江消防Ｗｅｂ１１９が一時停止する旨を通知い

たします。
※返信は不要です。

(12) 迷惑メール対策を行っておられる方は、消防本部からのＥメールを受信できない
可能性がありますので、迷惑メールの設定を解除していただくか宛先指定受信の設
定を行ってください。

消防本部から送信するメールアドレスは、web119@eastomi.or.jpです。
※設定方法は、お使いの携帯電話会社等へ問い合わせて下さい。
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(13) 利用申請をされてから数日以内に消防本部から登録完了のＥメールを、申請され
たメールアドレスに送信します。申請から１週間以上経ってもＥメールが届かない場
合は、消防本部（web119@eastomi.or.jp）まで連絡して下さい。

(14） 利用申請後、登録内容に変更があった場合は、速やかに変更手続きを行って下さ
い。
また、利用を停止（解約）する場合についても手続きを行って下さい。

(15) 利用申請時に記入いただいた緊急連絡先へは、通報時、必ず消防本部から連絡を
するものではありません。

しかし、通報状況により消防本部の判断で緊急の連絡を入れる可能性があります
ので、事前に緊急連絡先の方に主旨説明をして承諾を得ておいて下さい。

(16) 利用申請時に、通報される端末のメールアドレスを登録していただきますが、メ
ールアドレスによっては登録できないものもあります。
その場合は、メールアドレスの変更をお願いする場合があります。

(17) 利用申請は１メールアドレスにつき１件として扱います。
１人の利用者が複数のメールアドレスから通報する可能性がある場合は、メールア
ドレスごとに利用申請をお願いします。

(18) 東近江消防Ｗｅｂ１１９通報時には、絵文字は使用しないで下さい。また写真等
の添付ファイルは送信できません。

(19) 通報訓練は、２４時間受け付けている訳ではありません。平日、土日を問わず朝
９時～夜８時まで受け付けています。

また、テストを兼ねて通報訓練を年３回程度こちらからお願いする場合がありま
すのでご協力をお願いします。

通報訓練はＰ１４を参考に実施してください。
通報訓練では、実際に消防本部の職員が通報者の方とチャット(※)でやり取りを

行います。
なお、通報訓練をして頂いた時に、災害が多数発生している等の場合は、訓練対

応できない場合があります（返答に時間がかかる、通報訓練を中止して頂く等）の
でご了承ください。

※チャット：実際の会話のように短い文章をリアルタイムにやり取りしてコミュニケ
ーションを行うサービスです。お互いが閲覧できる掲示板のようなもの
で、メールよりも素早いやり取りが可能です。



利用対象者情報
ふりがな（※）

氏名（※）

性別（※）

電話番号（自宅）（※）

電話番号（携帯）（※）

（※）印は必ず記入して下さい。

○変更・解約申請の際は、黄色の部分（氏名、生年月日、性別、住所）及び「該当する項目」のみ記入して下さい。

　 住所変更の場合は、住所欄の余白部分に住所変更の旨を記入して下さい。
○申請をされてから数日以内に消防本部から登録完了のメールを申請されたメールアドレス送信します。
　 申請から１週間以上経ってもメールが届かない場合は、消防本部指令課（web119@eastomi.or.jp）まで連絡して下
   さい。

東近江消防Ｗｅｂ１１９（□新規・□変更・□解約）申請書東近江消防Ｗｅｂ１１９（□新規・□変更・□解約）申請書東近江消防Ｗｅｂ１１９（□新規・□変更・□解約）申請書東近江消防Ｗｅｂ１１９（□新規・□変更・□解約）申請書

　　　通報する端末機器にＧＰＳ機能がついているかどうか記入願います。携帯電話やスマートフォン等が対象です。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　□ＧＰＳ機能あり　・　□ＧＰＳ機能なし

自宅
電話番号

緊急時の連絡先

利用者の障害等
の状況（※） □言語障害　□聴覚障害　□その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

男　・　女

利用者との
続柄

住所

生年月日（※）
年齢（※）

血液型

ＦＡＸ

ふりがな 性　別

明  ・  大  ・  昭   ・  平

　　年　　　月　　　日（　　　歳）

男 　・ 　女 Ａ　・　Ｂ　・　ＡＢ　・　Ｏ

（該当する□にチェックして下さい。）

申請日　平成　　　年　　　月　　　日

[申込先][申込先][申込先][申込先]

東近江行政組合  　消防長東近江行政組合  　消防長東近江行政組合  　消防長東近江行政組合  　消防長

　次のとおり、東近江消防Ｗｅｂ１１９（□新規・□変更・□解約）について、利用案内に記載の利用条件及び注
意事項を承諾のうえ、申請します。
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住所（※）

登録する
メールアドレス
(※）

＠

連絡先
携帯

電話番号

掛かり付け病院や現在かかっている病気、今までにかかった病気等を記入して下さい。

医療情報等

その他

その他消防本部へ知らせておきたいこと等がございましたら、記入して下さい。

氏名
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通報のための事前準備について

東近江消防Ｗｅｂ１１９を利用していただくためには、利用申請の後、以下の手順で設
定等を行って頂く必要があります。

【利用申請から通報可能な状態となるまでの流れ】

１．東近江消防Ｗｅｂ１１９の利用申請を行う。
東近江消防Ｗｅｂ１１９を利用するためには、別紙「東近江消防Ｗｅｂ１１９（新規・

変更・解約）申請書」に必要事項を記入し、消防本部指令課もしくは各市町の福祉課に提
出して下さい。

※書類提出と併せて、メールアドレスの誤入力対策の為に、「 web119@eastomi.or.jp」
宛に、本文に氏名を記入し、Eメールを送信してください。
詳しくは、（Ｐ１の「５．申請方法」を参照して下さい。）

２．申請書受理・自宅確認。
申請書を消防本部指令課が受理した時点で、申請書に記載されたメールアドレスに、申

請書を受理した旨のメールを送ります。
また、自宅の場所の確認は、申請書に記載された自宅の場所が消防本部指令課の地図と、

相違がないか確認をします。（ＦＡＸにて行います。）

３．通報用ＵＲＬとユーザＩＤを取得する。
(1) 利用申請を受け消防本部指令課で登録手続きが完了すると、数日以内に申請されたメ

ールアドレスに対し、東近江消防Ｗｅｂ１１９のＵＲＬとユーザＩＤを記載した登録完
了メールを送信ます。（並行して申請された住所宛に、東近江消防Ｗｅｂ１１９のＵＲ
ＬとユーザＩＤを郵送しますので大切に保管して下さい。）

※ユーザＩＤは、利用者ごとに異なります。ユーザＩＤは、他人には教えないで下さい。

１ 東近江消防Ｗｅｂ１１９利用申請を行う。

２ 申請書受理・自宅確認

３ 通報用ＵＲＬとユーザＩＤを取得する。

４ ｢画面メモ｣等で画面を保存する。

５ 通報訓練を行う。

東近江消防Ｗｅｂ１１９の事前準備が完了。
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※画面イメージは端末機種により若干異なります。

(2) メールが到着したら、メール中のＵＲＬを選択します。

※画面イメージは端末機種により若干異なります。

(3) 東近江消防Ｗｅｂ１１９のユーザ認証画面が表示されますので、ユーザＩＤを入力し
て下さい。

※画面イメージは端末機種により若干異なります。

この部分を選択します。

返信 Menu

■受信【1/99】
■××＠××．ｎｅ．ｊｐ

■10/1 8:30

■東近江消防Ｗｅｂ１１９

東近江消防本部です。

Ｗｅｂ１１９のサイトは

下記となります。

ユーザ認証を行って下さい。

http://www.××.go.jp/×

あなたのユーザＩＤは

○○○○です。

返信 Menu

東近江消防Ｗｅｂ１１９

ユーザ認証画面です。

ユーザＩＤを入力して下

さい。

ユーザＩＤ

決定

○○○○○ ユーザＩＤをここに入力し

「決定」ボタンを押して下さい。

返信 Menu

■受信【1/99】
■××＠××．ｎｅ．ｊｐ

■10/1 8:30

■東近江消防Ｗｅｂ１１９

東近江消防本部です。

Ｗｅｂ１１９のサイトは

下記となります。
ユーザ認証を行って下さい。

http://www.××.go.jp/×

あなたのユーザＩＤは

○○○○です。

このようなメールが

届きます。



- 7 -

４．「画面メモ」等で画面を保存する。

(1) 前記２(3)で、ユーザＩＤの確認がとれた場合、下の左側の画面が表示されます。こ
の画面が出たら、携帯電話の「画面メモ」機能等でこの画面を保存して下さい。

※画面イメージは端末機種により若干異なります。

(2) 画面を保存できれば、一旦、インターネット接続を終了して下さい。

※「画面メモ」機能は、表示されたページの画像やユーザＩＤを含めて、携帯電話機
に保存できる機能です。保存後は、画面メモで登録された画面からアクセスすること
で、ユーザ認証が省略できます。

ただし、携帯機種により「画面メモ」とは異なる機能名称となっている場合があり
ます。「画面メモ」機能の詳細については、お使いの携帯電話会社等へ問い合わせて
下さい。

※スマートフォンやパソコン端末には、携帯電話の「画面メモ」に相当する機能がな
い場合もあります。
個々の機種については、お使いメーカー等へ問い合わせて下さい。

※東近江消防Ｗｅｂ１１９は携帯電話以外にパソコンやスマートフォン等でも利用で
きますが、携帯電話を基本としたソフトですので、携帯画面の大きさを基本に設計し
ています。

パソコン等の大きな画面からアクセスした場合には、画面に空白（隙間）が生じて
しまいます。システムの故障ではなく、通報に支障はありませんのでご了承願います。

ユーザ認証に成功した画面 ユーザ認証に失敗した画面

返信

○○○○さんを認証しま

した。
この画面を「画面メモ」

登録して下さい。

通報訓練する

こ
の
画
面
を
保
存
し
て
下
さ
い
。

返信

入力されたユーザＩＤは

存在しません。

ユーザＩＤを確認して下

さい。

再入力

ユ
ー
ザ
Ｉ
Ｄ
が
間
違
っ
て
い
ま
す
。Menu Menu

出動要請する
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５．通報訓練を行う。
◎ 通報訓練は、２４時間受け付けている訳ではありません。平日、土日を問わず朝
９時～夜８時まで受け付けています。

◎通報訓練は、登録完了メールを受信されたら、なるべく早く実施し、万一の時に通報が
行える状態にしておいて下さい。
①東近江消防Ｗｅｂ１１９通報サイトを選択して下さい。
②ユーザＩＤを入力して認証を行います。

※「画面メモ」等に登録した画面を呼び出すことで①・②を省略することができます。
③ユーザＩＤの確認がとれた場合、この画面が表示されます。「通報訓練する」を選択
して下さい。

④「救急」「火災」「その他災害」どれでも結構ですので選択して下さい。
⑤登録された利用者の名前が表示されます。「自宅」「自宅以外」どちらでも結構です

ので選択して下さい。この画面でご自身の名前であるか必ず確認してください。
⑥「自宅」を選択された場合、利用者の名前、住所が表示されます。具体的に状態を入

力するため「次へ」を選択して下さい。この画面で登録した住所であるか必ず確認し
てください。なお「自宅以外」を選択された場合は登録した住所の表示はされません。

返信 Menu

■受信【1/99】
■××＠××．ｎｅ．ｊｐ

■10/1 8:30

■東近江消防Ｗｅｂ１１９

東近江消防本部です。

Ｗｅｂ１１９のサイトは

下記となります。

ユーザ認証を行って下さい。

http://www.××.go.jp/×

あなたのユーザＩＤは

○○○○です。

①

返信 Menu

東近江消防Ｗｅｂ１１９

ユーザ認証画面です。

ユーザＩＤを入力して下

さい。

ユーザＩＤ

決定

②

返信 Menu

○○○○さんを認証しま

した。

この画面を「画面メモ」

登録して下さい。

出動要請する

通報訓練する

③

返信 Menu

１１９番通報画面

救 急

火 災

その他災害

④

返信 Menu

東近江 太郎さん

自 宅

自宅以外

⑤

救急車要請

返信 Menu

東近江 太郎さんの

次 へ

⑥

通報を受け付けました。

救急車が出動します。

場所：東近江市○○町
○番地○号

どうされましたか？

状態を入力して下さい。

○○○○○○

※画面イメージは端末機種により若干異なります。
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⑦チャットモードに移行します。メッセージ入力部（黄色の部分）にメッセージを入力
して下さい。通報訓練の場合は、まず最初に「通報訓練です」と入力して下さい。
※入力部（黄色の部分）に一度に入力できる有効文字数は、機種にもよりますが、約

６０文字です。一度の入力は６０文字以内でお願いします。
⑧メッセージ入力部に入力した後、「送受信」ボタン（黄色の部分）を押して下さい。
入力した内容が消防本部に送信されます。

⑨「送受信」ボタンを押すことにより、下のメッセージボックス（黄色の部分）が更新
されます。

⑩「送受信」ボタンを押す操作は、自分で入力したメッセージを「送信」するという意
味と、相手（消防本部）の入力したメッセージを「受信」するという意味を兼ねてい
ます。自分のメッセージが送信済みになった場合や、消防本部からのメッセージを受
信した場合には、この欄に順次内容が表示されていくことになります。
ですので、｢送受信｣ボタンは定期的に押して下さい。

⑪何往復かメッセージのやり取りを終えましたら、訓練を終了しますので消防本部側か
ら「チャットを終了します。インターネット接続を終了して下さい。」というメッセ
ージを送ります。このメッセージを確認するまでは、定期的に「送受信」ボタンを押
していただき、また自身の判断で接続を終了することのないようにお願いします。

⑫これにて、通報訓練終了です。
以後は東近江消防Ｗｅｂ１１９経由で、いつでも通報していただくことが可能です。

※画面イメージは端末機種により

若干異なります。

返信 Menu

チャットモードです。

送受信

定期的に送受信ボタン
を押して下さい。

通報訓練です。

⑦

返信 Menu

チャットモードです。

送受信

定期的に送受信ボタン
を押して下さい。

通報訓練です。

⑧

返信 Menu

チャットモードです。

送受信

定期的に送受信ボタン
を押して下さい。

私：通報訓練です。

⑨

返信 Menu

チャットモードです。

送受信

定期的に送受信ボタン
を押して下さい。

私：通報訓練です。

⑩

消防：訓練ですね。

了解しました。

返信 Menu

チャットモードです。

送受信

定期的に送受信ボタン
を押して下さい。

⑪

消防：それでは訓練
を終了します。
インターネット接続
を終了して下さい。
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緊急通報時の操作ついて
実際の緊急時に、東近江消防Ｗｅｂ１１９から通報する場合の手順について説明します。

１．緊急車両を要請する場所が自宅の場合。

①東近江消防Ｗｅｂ１１９通報サイトを選択して下さい。
②ユーザＩＤを入力して認証を行います。

※「画面メモ」等に登録した画面を呼び出すことで①・②を省略することができます。
③ユーザＩＤの確認がとれた場合、この画面が表示されます。「出動要請する」を選択
して下さい。

④災害の内容に応じて、「救急」「火災」「その他災害」を選択して下さい。
「その他災害」とは、救急にも火災にも該当しないもの、例えば「火災ではないと思
うけれども、家の警報器が鳴っている」「怪我人はいないけれども、床下まで水が浸
水してきた」等が該当します。
しかし、あまり選択に悩まず、直感的な選択で結構です。後のチャットのやり取りで
詳細を伺いますので、あまり時間をかけずに選択して下さい。

⑤登録された利用者の名前が表示されますので必ず確認してください。「自宅」を選択
して下さい。

⑥利用者の名前、住所が表示されますので必ず確認してください。緊急車両は、この住
所に出動します。具体的に状態を入力するため「次へ」を選択して下さい。

返信 Menu

■受信【1/99】
■××＠××．ｎｅ．ｊｐ
■10/1 8:30

■東近江消防Ｗｅｂ１１９

東近江消防本部です。

Ｗｅｂ１１９のサイトは
下記となります。
ユーザ認証を行って下さい。

http://www.××.go.jp/×

あなたのユーザＩＤは

○○○○です。

①

返信 Menu

東近江消防Ｗｅｂ１１９
ユーザ認証画面です。

ユーザＩＤを入力して下

さい。

ユーザＩＤ

決定

②

返信 Menu

１１９番通報画面

救 急

火 災

その他災害

④

返信 Menu

東近江 太郎さん

自 宅

自宅以外

⑤

救急車要請

返信 Menu

東近江 太郎さんの

次 へ

⑥

通報を受け付けました。

救急車が出動します。

場所：東近江市○○町

○番地○号

どうされましたか？

状態を入力して下さい。

※画面イメージは端末機種により若干異なります。

返信 Menu

○○○○さんを認証しま

した。
この画面を「画面メモ」

登録して下さい。

出動要請する

通報訓練する

③

○○○○○○
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⑦チャットモードに移行します。メッセージ入力部（黄色の部分）にメッセージを入力
して下さい。
※入力部（黄色の部分）に一度に入力できる有効文字数は、機種にもよりますが、約
６０文字です。一度の入力は６０文字以内でお願いします。

⑧メッセージ入力部に入力した後、「送受信」ボタン（黄色の部分）を押して下さい。
入力した内容が消防本部に送信されます。

⑨「送受信」ボタンを押すことにより、下のメッセージボックス（黄色の部分）が更新
されます。この状態になって、「胸が苦しいです」という内容が消防本部に送信済み
になったことになります。

⑩⑪「送受信」ボタンを押す操作は、自分で入力したメッセージを「送信」するという
意味と、相手（消防本部）の入力したメッセージを「受信」するという意味を兼ね
ています。自分のメッセージが送信済みになった場合や、相手からのメッセージを
受信した場合には、この欄に順次内容が表示されていくことになります。
自分のメッセージを送信する時だけでなく、相手のメッセージを受信するにも、こ
の「送受信」ボタンを押さないといけませんので、「送受信」ボタンは定期的に押
して下さい。

⑫原則、緊急車両が現場に到着するまで、チャットを終了することはありませんが、到
着前にチャットを終了する場合は、消防本部側から「チャットを終了します。インタ
ーネット接続を終了して下さい。」というメッセージを送ります。このメッセージを
確認するまでは、定期的に「送受信」ボタンを押していただき、また自身の判断で接
続を終了することのないようにお願いします。

⑩

返信 Menu

チャットモードです。

送受信

定期的に送受信ボタン
を押して下さい。

私：胸が苦しいです。

※画面イメージは端末機種により若干異なります。

返信 Menu

チャットモードです。

送受信

定期的に送受信ボタン
を押して下さい。

⑫

消防：チャットを終
了します。インター
ネット接続を終了し
て下さい。

⑪

返信 Menu

チャットモードです。

送受信

定期的に送受信ボタン
を押して下さい。

私：胸が苦しいです。

消防：救急車を出動
させます。

返信 Menu

チャットモードです。

送受信

定期的に送受信ボタン

を押して下さい。

胸が苦しいです。

返信 Menu

チャットモードです。

送受信

定期的に送受信ボタン
を押して下さい。

胸が苦しいです。

⑦ ⑧

返信 Menu

チャットモードです。

送受信

定期的に送受信ボタン

を押して下さい。

私：胸が苦しいです。

⑨
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２．緊急車両を要請する場所が自宅以外の場合。

①～④までは、「緊急車両を要請する場所が自宅の場合」と同じです。
⑤登録された利用者の名前が表示されます、ご自身の名前か必ず確認してください。
「自宅以外」を選択して下さい。

⑥緊急車両を要請される場所を、入力部分（黄色の部分）に入力して「次へ」を押して
下さい。場所が良く分からない場合は、空白のままで「次へ」を押していただいて結
構です。後のチャットで、詳しくお聞きします。

返信 Menu

■受信【1/99】
■××＠××．ｎｅ．ｊｐ
■10/1 8:30
■東近江消防Ｗｅｂ１１９

東近江消防本部です。

Ｗｅｂ１１９のサイトは
下記となります。
ユーザ認証を行って下さい。

http://www.××.go.jp/×

あなたのユーザＩＤは

○○○○です。

①

返信 Menu

東近江消防Ｗｅｂ１１９
ユーザ認証画面です。

ユーザＩＤを入力して下

さい。

ユーザＩＤ

決定

②

返信 Menu

○○○○さんを認証しま

した。
この画面を「画面メモ」

登録して下さい。

出動要請する

通報訓練する

③

返信 Menu

１１９番通報画面

救 急

火 災

その他災害

④

返信 Menu

東近江 太郎さん

自 宅

自宅以外

⑤

救急車要請

返信 Menu

東近江 太郎さん

次へ

⑥

場所はどこですか？

分からない場合はその
まま「次へ」ボタンを

※画面イメージは端末機種により若干異なります。

押して下さい。

ＪＲ近江八幡駅です。

○○○○○○
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⑦消防本部で受付が完了しました。「次へ」ボタンを押して下さい。
⑧チャットモードになります。定期的に「送受信」ボタンを押して消防本部からのメッ

セージを待って下さい。
⑨消防本部がメッセージを打ち終えた後に「送受信」ボタンを押すと、メッセージボッ

クスに受信したメッセージが表示されます。
⑩消防本部からのメッセージに対する回答等をメッセージ入力部（黄色の部分）に入力

して下さい。
⑪メッセージ入力が終われば、「送受信」ボタンを押して下さい。

入力した内容が消防本部に送信されます。
⑫下のメッセージボックス（黄色の部分）が更新されます。

この状態になって、「北口のロータリーです。」という内容が消防本部に送信済みに
なったことになります。

※基本的な操作は、「緊急車両を要請する場所が自宅の場合」と同じです。
・チャットモードでは「送受信」ボタンを定期的に押して下さい。
・チャットを終了する場合は、消防本部側から「チャットを終了します。インターネ

ット接続を終了して下さい。」というメッセージを送ります。このメッセージを確
認するまでは、定期的に「送受信」ボタンを押していただき、また自身の判断で接
続を終了することのないようにお願いします。

返信 Menu

チャットモードです。

送受信

定期的に送受信ボタン
を押して下さい。

⑫

消防：場所はＪＲ近江
八幡駅の北口か南口の

私：北口のロータリー
です。

返信 Menu

チャットモードです。

送受信

定期的に送受信ボタン

を押して下さい。

消防：場所はＪＲ近江

八幡駅の北口か南口の

どちらですか？

⑨

返信 Menu

東近江 太郎さんの

次へ

通報を受け付けました。

場所を確認中です。

次へボタンを押して下

さい。チャットが開始

されます。

返信 Menu

チャットモードです。

送受信

定期的に送受信ボタン
を押して下さい。

⑦ ⑧

返信 Menu

チャットモードです。

送受信

定期的に送受信ボタン

を押して下さい。

⑩

消防：場所はＪＲ近江

八幡駅の北口か南口の

どちらですか？

北口のロータリーです。

返信 Menu

チャットモードです。

送受信

定期的に送受信ボタン

を押して下さい。

⑪

北口のロータリーです。

消防：場所はＪＲ近江

八幡駅の北口か南口の

どちらですか？

※画面イメージは端末機種により若干異なります。



通報訓練を行う

「東近江消防Web119」では定期的（年３回程度）通報訓練をお願いしています。
これは、常に操作の技能を保っていただくことにより、緊急時の通報に役立ててもらうためです。
なお、通報訓練の時期はこちからメールにてお知らせしますのでご協力お願いします。

通報訓練は平日、土日を問わず朝９時～夜８時まで受け付けています。

私：ご利用者様のメッセージ ※ポイントは、定期的に ボタンを押す事です。
消防：消防側からのメッセージ

通報訓練ですので、
「通報訓練」を選択してください。

※あなたの名前が表示されます。
違う場合はユーザIDが間違って
います。

次に「救急」を選択してください。 「自宅」を選択してください。 あなたの住所が表示されます。
「次へ」を選択してください。

なお、通報訓練をして頂いた時に、災害が多数発生している等の場合は、訓練対応できない場合（返答に時間が
かかる、通報訓練を中止して頂く等）がありますのでご了承ください。

東近江消防Web119通報サイトで、
ユーザーIDを入力し、ログインしてください。
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メッセージ入力部に、「通報訓練です。」 入力完了後、「送受信」ボタンを押して そうすると「私：通報訓練です。」
と入力してください。 ください。 と表示されます。
※通報訓練で間違いないか再確認します。

メッセージ送信後、 「送受信」ボタンを何回か押してもらうと
※定期的に「送受信」ボタンを 「消防：訓練ですね。わかりました」

押してください。 という内容の返信がきます。
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メッセージ入力部に、「足が痛い、動けない」 入力完了後、「送受信」ボタンを押して そうすると「私：足が痛い、うごけない。」
と入力してください。 ください。 と表示されます。

「送受信」ボタンを何回か押してもらうと
メッセージ送信後、 「消防：痛いのは右足？左足？」
※定期的に「送受信」ボタンを という内容の返信がきます。

押してください。
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メッセージ入力部に、「右足が痛い」 入力完了後、「送受信」ボタンを押して そうすると「私：右足が痛い。」
と入力してください。 ください。 と表示されます。

メッセージ送信後、 「送受信」ボタンを何回か押してもらうと
※定期的に「送受信」ボタンを 「消防：操作は慣れていただけましたか？」

押してください。 という内容の返信がきます。
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メッセージ入力部に、「はい、慣れました。」 入力完了後、「送受信」ボタンを押して そうすると「私：はい、慣れました。」
と入力してください。 ください。 と表示されます。
※もう少しチャットを継続したい方は
継続していただいて結構です。

メッセージ送信後、 「送受信」ボタンを何回か押してもらうと
※定期的に「送受信」ボタンを 「消防：チャットを終了します。インターネットを終了してください」

押してください。 という内容の返信がきます。

※上記の内容で通報訓練を実施してください。
また操作になれていただければ、上記以外の内容でもかまいません。
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