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令和２年（2020 年）度北海道救急医学会救急隊員部会の会員募集について
日頃より、当部会の運営推進につきまして、御理解と御協力を賜り厚くお礼申し上
げます。
さて、当部会は、昭和 63 年の発足以降、北海道における救急隊員の教育・研修及び
研究の場として活動してまいりました。
近年の救急業務につきましても、救急件数の増加に伴いメディカルコントロール体
制の充実強化や救命処置範囲の拡大など、高度化が急速に進んでおります。
このような状況の中、当部会では、研修会、学術集会、各種検討会及びホームページ
などを通じて、救急関連の学会情報、資器材の改良、地域活動の現状等の情報共有に努
めているところであります。
つきましては、これらの経緯と趣旨をご勘案いただき、貴消防本部職員の当部会へ
のご入会につきまして、特段のご配慮をお願い申し上げます。
記

１ 年会費
2,000 円（救急隊員部会費 1,000 円、北海道救急医学会会費 1,000 円）
２ 有効期限
令和２年（2020 年）年５月１日〜2021 年４月 30 日まで
３

会員募集の周知
各消防本部の事務担当者は、消防本部内の消防署、支署及び出張所等へ会員募集
の周知をお願いいたします。

４

会員名簿の作成
会員データは委託業者がシステムへ直接アップロードします。各消防本部事務担
当者は、添付ファイル R02 会員名簿（〇〇消防）を開き、下記の要領で会員データ
ファイルを作成してください。シート名及びシート内の書式は絶対に変更しないで
ください。
＜エクセルシート、data の作成要領＞

（１）会員番号の作成（A 列）
会員番号は半角数字８桁で構成しております。上４桁が消防本部コード、下４
桁が会員番号となります。別表１で貴消防本部コードを確認して、下４桁を 0001
から付与して作成してください。下４桁の付与方法は各消防本部等で自由に設定
して構いません。0001 から全て連番の必要もありません。
※昨年度使用したエクセルファイルに新規入会入力と退会者の削除を行うことで、
データのエラーミスを防ぐことができます。
※昨年、救急隊員部会研修会会場または学術集会会場で入会した会員の方は、上
四桁が 1001 となっております。本年度も継続して会員になる場合は、会員番号を
消防本部コードから新規に割り当ててください。
（２）パスワードの作成（B 列）
初期パスワードは、会員が設定した任意の半角英数字６文字以上を作成してく
ださい。この時点で設定していただいたパスワードは、各消防本部で管理してい
ただくことになります。
（３）消防本部名（C 列）
消防本部名は、別表１消防本部コードにある消防本部名を入力してください。
所属（例○○消防署△出張所）の入力はしないでください。
（４）氏名（D 列）
氏名の入力は姓と名の間に、全角スペース１文字を空けて入力してください。
（５）ふりがな（E 列）
全角ひらがなとして、姓と名の間に全角スペースを１文字空けて入力してくだ
さい。
（６）メールアドレス（F 列）
個人のメールアドレスを半角で入力をしてください。メールアドレスの入力が
ないとパスワード失念時にパスワードリセットができません。
※昨年メールアドレスの一部が全角で入力されており、システムにアップロー
ドできない事象が
（７）継続・新規（G 列）
「継続」または「新規」を入力してください。
（８）発行年度（H 列）
全角で、「令和２年度」としてください。
（９）領収書番号（I 列）、領収書発行日（J 列）、役職（K 列）、管理者権限（L 列）
入力しないでください。

（10）シート名「連絡先」
このシートは、各消防本部の事務担当者の連絡先となりますので、必要事項を
入力してください。
（11）シート名「サンプル」
このシートは、会員名簿作成する上で見本となるシートです。名簿作成時に参
考にしてください。
（12）ファイル名の変更
「R02 会員名簿（〇〇消防）」のファイル名「○○」を消防本部名に変更してく
ださい。
（13）ワードファイル

R02 名簿エラー判定を添付しております。このファイルの中に

ある使い方シートをご覧になり、エラーを確認していただくこともできます。
５

会員名簿の提出
会員名簿の提出は、令和２年４月 24 日まで下記の委託業者へ送信してください。
●株式会社アイキュー（札幌市中央区大通西 13 丁目４−120）
●送信先メールアドレス： support@a19.jp
全て半角小文字で読み上げると、
「エスユーピーピーオーアールティー、アット
マーク、エー、いち、きゅう、ドット、ジェイピー」となります。
●件名に「救急隊員部会名簿（○○消防）と入力ください。

６

会費の納入
各所属単位で北海道医師会の口座にお振込みください。振込手数料につきまして
は、振込者負担となりますことをご理解ください。

銀行名：ゆうちょ銀行
口座番号：０２７２０−５−２９６６７
加入者名：北海道救急医学会
振込手数料：【窓口】５万円未満 200 円、５万円以上 410 円
【ＡＴＭ】５万円未満 150 円、５万円以上 360 円
※

振込用紙によっては、最初の０が印字されていることもあります。

※

通信欄には、救急隊員部会会費 2,000 円×「〇」名分と記載願います。

※

ご依頼人のところには、住所、消防本部名、担当者氏名、電話番号を明記して
ください。

７

FAQ（よくある質問）
ご不明な点については、下記 FAQ といたしました。会員名簿作成時に参考にして
ください。

（１）質問：会員番号は連番にしなければなりませんか？
回答：毎年度、下４桁は各消防本部に付与していただきますので、自由に付与す
ることは可能です。
（２）質問：消防本部等コードを間違えるとどうなりますか？

回答：上４桁の消防本部等コードを間違えると、システム上に所属している消
防本部が正しく表示できません。また、システム上で検索やソートした
場合に提出した人数と登録人数が不一致になることがありますので、間
違わないようにお願いします。
（３）質問：消防本部等コードがありません。または表記が間違っています。
回答：下記問い合わせへご連絡ください。
（４）質問：パスワードについて教えてください。
回答：名簿提出時に設定するパスワード（初期パスワード）は、システムへ登録
が完了した時点で、会員皆様がログインしてパスワードを変更して個人
で管理してください。
（５）質問：パスワードを忘れました。
回答：メールアドレスを登録している会員は、メールアドレスを入力すること
で、登録したメールアドレスにパスワードリセットする内容のメールが
届きパスワードを再設定ができます。
（６）質問：メールアドレスは必要ですか？
回答：メールアドレスの登録がないとパスワードをリセットできないため、所
属の事務担当者または広報委員会へ問い合わせることとなりますので、
登録をお願いします。
（７）質問：複数の会員が職場の共有メールアドレスで登録しても良いですか？
回答：パスワードをリセットかけた場合、誰がリセットをかけたか判明しにく
くなりますので、個人のメールアドレスでお願いします。
（８）質問：新規・継続の入力は必要ありますか？
回答：部会事務局として、会員の内訳に必要となります。
（９）質問：今回のシステムは、会員証を表示するだけですか？
回答：会員証の他に会員番号 QR コードを表示して救急隊員部会研修会と学術集
会の受付時に使用します。会員サイトへも容易にアクセスができます。
（10）質問：入会は４月以降いつでもできますか？
回答：入会は、４月本案内、隊員部会研修会及び学術集会のみとなります。事務
量の軽減にご協力ください。
問い合わせ先
北海道救急医学会救急隊員部会
広報委員会

原井・佐々木

info@qq-hokkaido.jp

別表１
コード

消防本部名

コード

消防本部名

10010000

救急隊員部会事務局

30140000

砂川地区広域消防組合消防本部

10100000

札幌市消防局

30150000

南空知消防組合消防本部

10110000

函館市消防本部

30160000

富良野広域連合消防本部

10120000

小樽市消防本部

30170000

上川北部消防事務組合消防本部

10130000

旭川市消防本部

30180000

士別地方消防事務組合消防本部

10140000

室蘭市消防本部

30190000

大雪消防組合本部

10150000

釧路市消防本部

30200000

北留萌消防組合消防本部

10160000

とかち広域消防局

30210000

留萌消防組合消防本部

10170000

夕張市消防本部

30220000

稚内地区消防事務組合消防本部

10180000

苫小牧市消防本部

40110000

網走地区消防組合消防本部

10190000

美唄市消防本部

40120000

北見地区消防組合消防本部

10200000

江別市消防本部

40130000

紋別地区消防組合消防本部

10210000

三笠市消防本部

40140000

遠軽地区広域組合消防本部

10220000

根室市消防本部

40150000

美幌・津別広域事務組合消防本部

10230000

千歳市消防本部

40160000

斜里地区消防組合消防本部

10240000

歌志内市消防本部

50110000

西胆振行政事務組合消防本部

10250000

登別市消防本部

50120000

胆振東部消防組合消防本部

10260000

恵庭市消防本部

50130000

日高東部消防組合消防本部

10270000

北広島市消防本部

50140000

日高中部消防組合消防本部

11110000

森町消防本部

50150000

日高西部消防組合消防本部

11120000

八雲町消防本部

60110000

釧路北部消防事務組合消防本部

11130000

長万部町消防本部

60120000

釧路東部消防組合消防本部

11140000

増毛町消防本部

60130000

根室北部消防事務組合消防本部

11150000

白老町消防本部

70110000

南宗谷消防組合消防本部

20110000

石狩北部地区消防事務組合消防本部

70120000

利尻礼文消防事務組合消防本部

20120000

渡島西部広域事務組合消防本部

80110000

北海道総務部危機対策局危機対策課

20130000

南渡島消防事務組合消防本部

80120000

第一管区海上保安本部

20140000

檜山広域行政組合消防本部

80130000

吉田学園医療歯科専門学校

20150000

羊蹄山ろく消防組合消防本部

80140000

北海道ハイテクノロジー専門学校

20160000

岩内・寿都地方消防組合消防本部

80150000

公益財団法人札幌市防災協会

20170000

北後志消防組合消防本部

80160000

航空自衛隊

30110000

滝川地区広域消防事務組合消防本部

80170000

日産クリエイティブサービス

30120000

岩見沢地区消防事務組合消防本部

30130000

深川地区消防組合消防本部
310226 現在

