Ｑ１ 女性でも働けますか?
働けます。現在、消防本部では11名の女性消防吏員が消防隊、救急
隊、通信指令員等で働いています。男の職場と思われがちですが、消防
にも女性の力が必要です。今後も、女性消防吏員を増やしていくため、
女子学生向けの職場体験等を実施していく予定です。

Ｑ２ 女性の場合、結婚、出産後も働けますか?
結婚、出産を経て、働いている職員もいます。育児休業も最大で３年
取得でき、出産後の勤務先等も相談しながら決めていきます。また、妊
娠した職員のためにマタニティ制服（表紙左下の女性職員参照）を取り
入れる等、妊娠・出産しても安心して働ける職場環境づくりに努めてい
ます。

Q３ 受験資格はありますか?
年齢及び視力、聴力等の職務遂行に支障のない身体的要件はあります
が、それ以外はありません。（救急救命士採用は、救急救命士の資格又
は取得見込みが要件となります。）

Q４ 市外又は県外に住所がある場合、採用試験に有
利、不利はありますか?
一次試験は基礎能力試験及び論文試験による能力評価、２次試験以降
は、体力試験及び面接試験による能力・人物評価で判断しており、住所

One Team!

あなたもチームの一員になりませんか!

による有利、不利はありません。

Ｑ５ 給料はどうですか?
初任給は、
241,900円（大学卒、
地域手当含む︓令和２年４月１日現在）
であり、全国的に見ても高い水準です。その他、期末、勤勉、住居、通勤、
出場手当等があります。その後は、本人の頑張り次第で昇任、昇給して
いきます。

Q６ 昇任はどのようにしていきますか?
採用後、昇任試験を受験することにより、昇任していきます。
消防士、消防副士長、消防士長、消防司令補、消防司令、消防司令長、
消防監、消防正監の８つの階級があります。

人口︓241,813人
管轄面積︓283.72km2
消防吏員数︓323人
（うち女性消防吏員数 11名）
令和 3 年１月１日現在

消防本部
消防総務課 予防広報課
消防救助課

救急課

消防指令課

地域消防課

消防署

３署

消防分署

５分署

問合せ先
つくば市消防本部消防総務課
〒305－0817

茨城県つくば市研究学園一丁目１番地１

電話︓029－851－3970
E-mail:fst010@city.tsukuba.lg.jp

つくば市の最新情報はこちら

消防職員募集

つくば市消防本部
Tsukuba Fire Department

守るべき笑顔のために、
最高の備えを。

つくばを守る各部隊
指揮隊

消防隊

災害が発生した状況や被害を迅

火災現場にいち早く駆けつけ、

速に把握し、活動方針を決定し

最新の装備及び人員を活用して

出場部隊全体に伝えることで、

迅速に消火活動を実施します。

全体の活動を指揮します。また

また、火災以外にもあらゆる災

ドローンを使用した情報収集活

害に出場し、市民の生命と大切

動も実施します。

な財産を守っています。

救助隊

救急隊

火災、交通事故、水難事故、Ｎ

市内の全救急隊に救急救命士を

ＢＣ災害等、全ての災害に対応

配置し、救命率の向上に努めて

するため、救助の専門知識と技

います。また、サイバーダイン

術そして強靱な身体と精神力を

社が開発した作業支援ロボット

駆使し、人命救助の最前線で戦

ＨＡＬ®を取り入れ、主に女性職

っています。

員の活動負担の軽減に努めてい
ます。

指令

予防

音楽隊

１１９番通報から通報内容を正確に聴取し場

地域、事業所、家庭への防火・防災指導をは

県内唯一の消防音楽隊です。市民とのふれあ

所の特定及び出動の判断を行い、関係機関と

じめ、防火対象物・危険物施設の立入検査を

いを大切にコンサート等を通して、市民への

の連絡を行っています。

実施し、火災等の災害を未然に防いでいます。

防災意識向上を目的として活動しています。

特別高度救助隊

特殊災害対応隊

山岳救助対応隊

政令指定都市以外では、全国初の特別高度救

県内初の特殊災害に特化した専門部隊です。

関東の名峰筑波山を擁し、近年増加する山岳

助隊です。高度な資器材を使いこなし、厳し

テロ災害、ＮＢＣ災害に対応し、高度な訓練

救助に対応するべく組織された部隊です。体

い訓練を経て、複雑化した救助現場において

をこなし、危険な現場にも果敢に立ち向かい

力、気力、知力を備え、筑波山を悠然と駆け

力を発揮する救助のスペシャリストです。

ます。

巡ります。

つくばが誇る特殊部隊

（平成29年入庁）

About

守るべき笑顔のために、
最高の備えを。

消防本部

消防学校
消防士として採用されると、まずは茨城県立消防学校で約６ヶ月間の研修を行います。県内の他の消防本部の仲
間とともに、寝食をともにしながら、消防士になるために必要な専門的知識及び技術を学び、使命感と倫理観を
持った消防士の教育訓練を行います。消防学校で学んだ経験は今後の消防人生の礎になります。卒業後、各消防
署へ配属され、消防隊として勤務します。その後、数年のサイクルで異動していきます。

三交替制
消防の勤務は三交替制といって、３つの班が２４時間交替で勤務します。当務→非番→週休を繰り
返し、３週間に１回日勤日（８︓３０～１７︓１５）が入ります。
曜日
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月

火

水

木

金

土

日

月

火

水

木

金

土

日

月

火

水

木

金

土

三交替制
１週目

２週目

３週目

消防署の１日
8︓30～

9︓00～

12:00～

13:00～

17:00～

18:00～

19:00～

19:10～

22:00～

6:00～

8:30

つくば市の功績者達
全国消防職員意見発表会優秀賞

全国消防救助技術大会出場

杉浦

坂本
御庄

一（平成29年入庁）

救急救命士として活動する中で感じたこ
とを発表し、茨城県大会において最優秀

卓也（平成19年入庁）
邦晃（平成25年入庁）

2人1組で高さ15mのロープを登る速さを

賞を受賞。関東大会、そして全国大会に

競うロープ応用登はんという種目におい

進み、優秀な成績を収めました。

て、岡山県で開催された全国消防救助技

発表タイトル

術大会に出場し、
優秀な成績を収めました。

「よく見える化による情報伝達」

先輩からのメッセージ
私は、救急隊を経験し、出産・育児休暇を経て現在は通信指令員として勤務しています。119番通報を受ける通信指令
業務は、火災・救助・救急等の災害の発生を知る最初の窓口です。119番通報をしてくる方は慌てている事が多く、落
ち着かせて内容を聞くことは難しいですが、市民と消防を繋ぐ仕事にとてもやりがいを感じています。
出産後は、体力の衰えを感じ不安もありましたが、「体力のことは気にせず、女性の観点で出来る仕事をすればいい
よ」と優しい言葉をかけてもらえ、不安もなくなりました。今では、家族の協力もあり、24時間勤務をしながら育児と

消防指令課

鈴木

仕事の両立が出来ています。

祐美子

消防は女性でも働ける職場です。消防に興味のある方、男女問わず、消防士を目指してください!

（平成19年入庁）

中央消防署
特別高度救助隊

髙橋

竜馬

（平成29年入庁）

私は現在、救助隊として活動しています。救助隊は、市内で発生した火災や救助に出場し、人命救助のスペシャリス
トとして安全・確実・迅速に活動します。人口増加や社会環境の変化を背景に災害も複雑かつ多様化しつつあり、こう
した災害に対応するため、現場を想定した訓練を行い、専門的な知識の習得、技術及び体力の向上に努めています。
「訓練は現場のように、現場は訓練のように」とよく言いますが、まさしくその通りで、災害現場では冷静な行動と
柔軟で的確な思考が大切となってきます。訓練の成果を、隊というチームが一丸となり現場で活かすことができる達成
感は、とても自信に繋がり励みになります。
一つ一つ成長を実感できる今の救助隊、もっと言えば消防士という職業は、誰かの役に立ちたい、やりがいを持って
働きたいという人にぴったりな職業です。

Q&A

Q４ 市外又は県外に住所がある場合、採用試験に有

Ｑ１ 女性でも働けますか?

働けます。現在、消防本部では11名の女性消防吏員が消防隊、救急

隊、通信指令員等で働いています。男の職場と思われがちですが、消防
にも女性の力が必要です。今後も、女性消防吏員を増やしていくため、
女子学生向けの職場体験等を実施していく予定です。

利、不利はありますか?
一次試験は基礎能力試験及び論文試験による能力評価、２次試験以降
は、体力試験及び面接試験による能力・人物評価で判断しており、住所

あなたもチームの一員になりませんか!

による有利、不利はありません。

Ｑ２ 女性の場合、結婚、出産後も働けますか?
結婚、出産を経て、働いている職員もいます。育児休業も最大で３年
取得でき、出産後の勤務先等も相談しながら決めていきます。また、妊
娠した職員のためにマタニティ制服（表紙左下の女性職員参照）を取り
入れる等、妊娠・出産しても安心して働ける職場環境づくりに努めてい
ます。

Ｑ５ 給料はどうですか?
初任給は、
241,900円（大学卒、
地域手当含む︓令和２年４月１日現在）
であり、全国的に見ても高い水準です。その他、期末、勤勉、住居、通勤、
出場手当等があります。その後は、本人の頑張り次第で昇任、昇給して
いきます。

Q６ 昇任はどのようにしていきますか?

Q３ 受験資格はありますか?
年齢及び視力、聴力等の職務遂行に支障のない身体的要件はあります
が、それ以外はありません。（救急救命士採用は、救急救命士の資格又
は取得見込みが要件となります。）

採用後、昇任試験を受験することにより、昇任していきます。
消防士、消防副士長、消防士長、消防司令補、消防司令、消防司令長、
消防監、消防正監の８つの階級があります。

消防署の配置
つくば市消防本部概要
北消防署 筑波分署

人口︓241,813人
管轄面積︓283.72km2
消防吏員数︓323人
（うち女性消防吏員数 11名）

北消防署

令和 3 年１月１日現在

消防本部

中央消防署 豊里分署

茨城県防災航空隊基地

つくば市消防本部
中央消防署 桜分署

中央消防署

消防総務課 予防広報課
消防救助課

救急課

消防指令課

地域消防課

消防署

３署

消防分署

５分署

中央消防署 並木分署

南消防署

南消防署 茎崎分署

問合せ先
つくば市消防本部消防総務課
〒305－0817

茨城県つくば市研究学園一丁目１番地１

電話︓029－851－3970
E-mail:fst010@city.tsukuba.lg.jp

つくば市の最新情報はこちら

消防職員募集

つくば市消防本部
Tsukuba Fire Department

