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高機能消防指令
管制システム

総合消防情報システム
3つのシステムが連携し、迅速な災害対応と
効果的な情報管理を実現します。

消防情報支援
システム

防災情報
システム

だれもが安全安心で
快適に暮らし続けられるまちを
めざして。

NAGASAKI FIRE
DEPARTMENT

　長崎市は、1571年にポルトガル貿易船の入港以来、
長崎港を中心とした日本と海外をつなぐ港湾都市として
発展を遂げ、今年の2021年（令和3年）には開港から
450年という記念すべき節目の年を迎えます。長崎市で
は現在、2021年秋に開業予定の「長崎のもざき恐竜
パーク」やMICE施設「出島メッセ長崎」をはじめ、2022
年以降の新幹線の暫定開業や、新市庁舎の開庁、長
崎スタジアムシティの開業など、まさに「100年に一度の
新しいまちづくり」が進んでいます。
　このように変革を続ける長崎市の中にあって、まちづく
りの基盤となる皆さまの安全安心を確保する取組みの一
つとして、このたび、平成19年から運用を続けてまいりまし
た総合消防情報システムの更新整備を行いました。
　今回の更新では、最新の情報通信技術の導入によ
り、機能・操作性・処理能力の向上が図られたほか、新た
に、消防団員への出動指令として地図付きメールを送信
する機能や、音声による119番通報が困難な方が円滑
に通報を行えるよう、スマートフォンなどから簡単な操作で
通報ができるNET119緊急通報システムを導入しました。
　近年、全国各地で甚大な被害をもたらす各種災害が
発生していますが、この総合消防情報システムを活用し、
だれもが安全で安心して暮らし続けられるまちづくりを推進
してまいりますので、今後とも一層の御支援と御協力を賜
りますようお願い申し上げます。

令和３年３月吉日　長崎市長　田上 富久

ごあいさつ
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災害通報の受付から出動までの流れ 

高機能消防指令管制システム

Ⅲ
大規模災害対応能力の強化

▲

大規模災害に対応した指令台運用▲

現場映像送受信システム▲

災害対策本部設備

Ⅱ
現場到着までの時間短縮

▲

車両運用管理装置・端末装置▲

経路探索装置▲

メール指令装置・順次指令装置

１１９番通報受付体制の強化
I

▲

自動出動指定装置▲

統合型位置情報システム▲

ＮＥＴ119緊急通報システム

119番通報受付

長崎市消防局管内（長崎市・長与町・時
津町）からの119番通報は、全て消防局の
指令室で受信し、消防隊・救急隊に出動
指令を行います。 

消防局指令室 

発信地表示 
災害地点の決定

通報者から正確な位置情報が得られない
場合でも、本システムにより通報地点を素
早く特定することができます。 より迅速な出
動指令、現場活動が可能となります。 

統合型位置情報システム・ 
地図等検索装置 

災害種別決定 
出動隊編成 

車両動態とリアルタイムの車両位置を常時
把握しています。 災害種別・規模に応じ、出
向中の車両を含め、災害現場に近い順に出
動隊を自動で選別・編成することにより、出
動指令までの時間をできる限り短縮します。 

車両運用管理装置・
自動出動指定装置 

出動指令

音声合成装置により消防署所内に出動指
令を行うとともに、詳細な指令情報を指令
書にて伝達します。 出向中の車両にも、車
両運用端末装置、消防救急無線により確
実に指令を伝達します。

指令制御装置

出 動

消防車・救急車に設置しており、指令情
報、道路情報、水利情報、他の出動隊の
位置などの各種支援情報を確認すること
により、効率的な消防業務を行います。 出
向中に出動指令を受けた場合でも、端末
画面で各種情
報の確認を行
うことで、円滑
に活動するこ
とができます。 

車両運用端末装置 

消防団員の携帯電話
や関係機関に、指令
情報をＥメールや電話
音声で自動的に一斉
配信し、消防団員や
関係者に迅速な情報
伝達を行います。 ま
た、防災メールと連動
し、市民に災害発生を
知らせます。 

メール指令装置・順次指令装置

【出動】
出動隊は車両運用端末装置
により現場までの最短ルートを
確認し、緊急走行にて現場に
急行します。 

長崎市消防局高機能消防指令管制システムの特長
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各種装置の概要

高機能消防指令管制システム

消防情報支援システム 防災情報システム大規模災害に対応した指令台運用
通常は指令台１台につき４画面を使用しますが、大規模災害時など通報が集中する状況下においては、指令員を増員し１台２画面
モードに切り替えることで、より多くの１１９番通報に対応できる受付体制を確立します。 

表示盤
指令室の前面に配置した12画面の表示盤に、車両運用状況や１１９番通報受信状況、現場映像などを表示します。 指令室内で情報共有
を図りながら、災害状況に応じた現場活動全般の支援を行います。 

ＮＥＴ１１９緊急通報システム

聴覚、言語機能障害等を有している方や音声
通話による通報に不安がある方が、スマートフォン等を用
いて音声によらない緊急通報を行うことができるシステム
です。 ＧＰＳによる位置情報から通報場所を特定できるな
ど簡単な操作で通報内容を伝えることができます。 

現場映像送受信システム
災害現場の隊員が端末で撮影した現場の映像をリアルタ
イムに指令室や消防署に伝送します。 視覚情報で現場情
報を共有することにより、現場に必
要な支援などをより正確に把握し、
的確に対応
することがで
きます。 

防火対象物、危険物施設、消防水利、道路等の情報を一元
管理するシステムであり、高機能消防指令管制システムと連
携し、消防・救急活動時に有効な情報として活用します。 また、
活動時に登録されたデータを基にした報告書作成、統計業務
のほか、通常業務を支援し、効率的な業務運営を行います。

災害時に、被害情報、活動情報、支援情報などの各種情報
を災害対策本部を中心に市全体で共有し、防災活動の支
援を行うほか、避難所情報の管理や職員参集の通知などを
行います。 高機能消防指令管制システムと連携することに
より、１１９番通報で受信した災害発生情報を素早く共有し
対応を行います。 

指令装置

▼地図等検索装置▼

指令装置はタッチパネルディスプレイ４画面で構成され、１１９番通報の受付のほか指令管制業務に必要な有線、無線通信を行うと
ともに、自動出動指定装置、地図等検索装置により、災害地点の特定や出動隊の選定、出動指令を迅速に行います。

管内の住宅地図、道路地図、属性データを保有
し、１１９番通報受付時に自動出動指定装置、統合
型位置情報システムと連動して現場付近の詳細
地図を表示します。 また、消防車・救急車のリアル
タイムの位置、支援情報を表示することができます。

▼多目的表示機能▼
車両一覧や病院情報
などの指令管制業務
に必要な支援情報を
状況に応じて表示させ
ることができます。

▼手書きメモ機能▼
作成した手書きメモ情報を画像として
直接車両運用端末装置に送ることが
でき、文字情報や必要事項を書き込ん
だ地図など、現場活動に必要な情報を
より正確に伝達することができます。

▼自動出動指定装置▼
地図用ディスプレイで特定した災害
地点や、災害種別・規模等の情報か
ら、災害現場に近く、災害種別に応じ
た最適な車両を自動的に選別し、迅
速に出動指令を行うことができます。 

消防情報共有システム
活動中の災害事案や車
両の運用状況などのリ
アルタイムの情報を各
消防署所で検索し、確
認することができます。 

消防局、署所間で情報を共有し、連携して迅速・的確な
災害対応を行うことができます。 

災害対策本部設備
大規模災害時に災害
対応の中心となる災害
対策本部に設置してい
ます。災害発生・対応状
況や車両運用状況、気

象情報などのあらゆる情報を迅速に把握・共有し、災害規
模や状況に応じて部隊運用などの指揮統制を行います。

【通常時】 4画面運用 【大規模災害時】 2画面運用×2に分離

受付補助ディスプレイ

地図用ディスプレイ 多目的ディスプレイ

自動出動用ディスプレイ
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