
 

     平 成 ２ ４ 年 ２ 月 １ 日 

消 防 庁  

 

平成２３年度国の補正予算（第３号）に係る消防団安全対策設備整備費 

補助金及び消防防災通信基盤整備費補助金交付決定（第１次） 

 

消防庁は、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和 30 年法律第

179 号)第６条第１項の規定に基づき、消防団安全対策設備整備費補助金及び消防

防災通信基盤整備費補助金について、本日、次のとおり交付決定を行いました。 

 

１ 今回交付決定額       ９５億２６百万円 

(内訳) 

○消防団安全対策設備整備費補助金   ４０７団体  ８億６３百万円 

 （水災用資機材、夜間活動用資機材） 

 

○消防防災通信基盤整備費補助金   のべ２５９団体 ８６億６３百万円 

（防災行政デジタル無線施設、消防救急デジタル無線施設、全国瞬時警報シス

テム（Ｊ－ＡＬＥＲＴ）） 

 

２ 補助金交付決定状況 

 

別紙一覧参照 

 

 

連絡先 

（１）消防団安全対策設備整備費補助金 

消防庁防災課 

  担当：常木係長、堀事務官 

  TEL: 03-5253-7525 

   FAX: 03-5253-7535 

（２）消防防災通信基盤整備費補助金 

消防庁防災情報室（消防救急デジタル無線 

施設及び防災行政デジタル無線施設担当） 

  担当：鳥枝補佐、天野事務官 

  TEL: 03-5253-7526 

   FAX: 03-5253-7536 

消防庁国民保護室（Ｊ－ＡＬＥＲＴ担当） 

  担当：明田係長、神田事務官 

  TEL: 03-5253-7550 

   FAX: 03-5253-7543 



（単位：千円）

県名 地方公共団体名 交付決定額

北海道 旭川市 220
釧路市 2,377
苫小牧市 158
三笠市 230
富良野広域連合 879
北留萌消防組合 895
稚内地区消防事務組合 539
北見地区消防組合 1,251
南十勝消防事務組合 1,050

青森県 八戸市 7,984
五所川原市 602
むつ市 523
今別町 429
深浦町 372
野辺地町 1,649
六戸町 1,583
六ヶ所村 1,076
おいらせ町 4,714
大間町 275
風間浦村 1,266
佐井村 645
三戸町 1,681
階上町 588

岩手県 宮古市 12,293
大船渡市 7,612
久慈市 2,068
遠野市 4,978
一関市 17,943
釜石市 7,864
奥州市 2,680
雫石町 3,246
葛巻町 6,198
岩手町 341
滝沢村 1,020
紫波町 465
矢巾町 1,577
金ケ崎町 608
平泉町 2,005
山田町 1,905
岩泉町 1,467
普代村 1,075
軽米町 3,136
野田村 3,282
洋野町 5,779
一戸町 2,217

宮城県 仙台市 8,514
塩竈市 2,521
気仙沼市 5,662
名取市 4,634
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別紙 
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県名 地方公共団体名 交付決定額
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東松島市 2,084
丸森町 4,439
山元町 2,268
松島町 611

秋田県 秋田市 642
由利本荘市 1,117
にかほ市 2,583
東成瀬村 419

山形県 山形市 520
鶴岡市 4,876
酒田市 2,530
新庄市 10,631
寒河江市 4,531
天童市 733
東根市 1,827
大江町 2,094
大石田町 183
大蔵村 1,855
戸沢村 2,195
小国町 474
白鷹町 1,114
飯豊町 403
庄内町 3,086
遊佐町 441

福島県 福島市 10,324
いわき市 4,014
須賀川市 86
田村市 7,102
伊達市 2,576
只見町 2,830
湯川村 536
金山町 493
西郷村 1,524
中島村 609
棚倉町 970
鮫川村 2,558
玉川村 325
浅川町 1,118
三春町 564
富岡町 2,143
川内村 279
新地町 659

茨城県 水戸市 693
石岡市 1,659
常総市 607
取手市 2,800
つくば市 2,000
潮来市 950
常陸大宮市 1,843
かすみがうら市 882



（単位：千円）

県名 地方公共団体名 交付決定額
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鉾田市 6,529
美浦村 672

栃木県 市貝町 804
芳賀町 605

群馬県 太田市 775
中之条町 1,045
高山村 179
大泉町 175
館林地区消防組合 704

埼玉県 川口市 2,399
北本市 1,948
三郷市 1,154
小鹿野町 2,407

千葉県 木更津市 3,186
成田市 5,141
東金市 1,207
富津市 1,251
袖ケ浦市 2,355
印西市 994
白井市 1,050
匝瑳市 1,836
酒々井町 214
大網白里町 286
九十九里町 1,841
芝山町 3,015
横芝光町 1,869

東京都 八王子市 4,272
小平市 347
国立市 38
狛江市 1,159
清瀬市 596
東久留米市 1,628
あきる野市 2,089

神奈川県 横浜市 33,066
川崎市 2,512
相模原市 472
平塚市 1,137
鎌倉市 2,155
藤沢市 1,676
茅ヶ崎市 2,234
逗子市 1,094
厚木市 1,549
海老名市 421
座間市 2,089
寒川町 296
大磯町 921
松田町 186
湯河原町 317



（単位：千円）

県名 地方公共団体名 交付決定額
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愛川町 841

新潟県 新潟市 12,553
見附市 345
村上市 1,405
糸魚川市 4,143
妙高市 10,707
五泉市 1,173
阿賀野市 1,426
佐渡市 1,852
魚沼市 354
十日町地域広域事務組合 1,359

富山県 富山市 7,663
高岡市 2,318
氷見市 1,907
黒部市 901
砺波市 913
小矢部市 1,327
南砺市 3,379
射水市 2,000
立山町 1,258

石川県 金沢市 10,589
小松市 991
珠洲市 3,898

福井県 大野市 3,175
勝山市 142
鯖江・丹生消防組合 1,960
敦賀美方消防組合 1,955

山梨県 山梨市 110
中央市 574
市川三郷町 458
鳴沢村 151
富士河口湖町 1,050

長野県 飯田市 670
須坂市 2,608
伊那市 1,944
塩尻市 343
東御市 892
佐久穂町 800
箕輪町 2,799
飯島町 331
南箕輪村 266
高森町 2,139
阿智村 3,290
喬木村 722
豊丘村 877
木曽町 240
麻績村 670
生坂村 1,659
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筑北村 2,281
小谷村 1,224

岐阜県 岐阜市 2,604
多治見市 1,064
中津川市 492
美濃市 147
瑞浪市 1,726
羽島市 218
恵那市 183
土岐市 186
可児市 2,284
山県市 133
下呂市 948
海津市 578
養老町 39
安八町 363
池田町 841
坂祝町 645

静岡県 浜松市 1,212
三島市 5,563
富士市 1,026
焼津市 2,459
掛川市 2,886
藤枝市 590
裾野市 281

愛知県 名古屋市 13,333
豊川市 511
津島市 1,549
犬山市 617
新城市 463
東海市 1,680
大府市 199
田原市 2,212
愛西市 3,122
武豊町 977
幸田町 65

三重県 津市 1,124
四日市市 724
伊勢市 886
松阪市 5,753
鈴鹿市 1,027
名張市 2,325
鳥羽市 4,521
熊野市 439
いなべ市 1,400
志摩市 4,636
伊賀市 1,050
東員町 382
明和町 94
御浜町 161



（単位：千円）
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紀宝町 678

滋賀県 守山市 174
日野町 215
豊郷町 262
多賀町 557

京都府 京都市 32,333
福知山市 672
綾部市 949
笠置町 438
和束町 438
南山城村 438

大阪府 豊中市 1,430
富田林市 1,609
箕面市 5,446
摂津市 176
島本町 880

兵庫県 神戸市 8,412
姫路市 6,077
明石市 231
相生市 603
加古川市 3,422
赤穂市 458
三木市 749
高砂市 380
小野市 877
三田市 1,508
加東市 200
たつの市 700
多可町 1,458
播磨町 100
神河町 2,960
上郡町 204
新温泉町 330

奈良県 奈良市 3,721
曽爾村 1,594
御杖村 385

和歌山県 和歌山市 1,961
海南市 876
橋本市 260
有田市 367
御坊市 265
新宮市 400
紀の川市 234
紀美野町 2,125
日高町 400
由良町 168
みなべ町 1,750
白浜町 152



（単位：千円）
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那智勝浦町 915
古座川町 363

鳥取県 米子市 770
境港市 315
若桜町 310
琴浦町 261
北栄町 68
日南町 528

島根県 浜田市 3,394
出雲市 9,531
奥出雲町 975
津和野町 1,009
吉賀町 1,214
西ノ島町 790

岡山県 岡山市 7,857
倉敷市 1,158
笠岡市 2,337
高梁市 1,677
瀬戸内市 187
浅口市 355
和気町 736

広島県 呉市 6,560
三原市 345
尾道市 6,769
府中市 1,945
庄原市 1,969
大竹市 9,914
廿日市市 8,625
江田島市 4,612
府中町 1,183
坂町 129
安芸太田町 1,153
大崎上島町 104
神石高原町 187

山口県 下関市 2,973
山口市 5,832
萩市 1,826
長門市 1,619

徳島県 徳島市 1,719
阿南市 3,663
三好市 2,836
東みよし町 1,461

香川県 高松市 13,610
丸亀市 725
さぬき市 999
東かがわ市 3,445
直島町 621



（単位：千円）

県名 地方公共団体名 交付決定額
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まんのう町 646

愛媛県 松山市 5,558
今治市 955
八幡浜市 1,157
伊予市 604
東温市 1,824
久万高原町 787
松前町 105
内子町 2,963

高知県 高知市 5,538
室戸市 437
南国市 1,830
土佐市 318
香南市 872
芸西村 886
いの町 601
日高村 66
黒潮町 113
高幡消防組合 1,594

福岡県 筑紫野市 131
うきは市 379
みやま市 1,382
赤村 628
吉富町 339

佐賀県 佐賀市 15,328
唐津市 4,053
武雄市 1,570
小城市 8,772
嬉野市 566
神埼市 294
吉野ヶ里町 153
有田町 1,048
大町町 400
江北町 222

長崎県 諫早市 1,845
対馬市 1,036

熊本県 人吉市 589
天草市 1,259
宇城市 369
美里町 1,541
湯前町 2,398
水上村 229
あさぎり町 247
苓北町 2,200

大分県 中津市 759
日田市 1,251
津久見市 602



（単位：千円）
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豊後高田市 1,000
杵築市 283

宮崎県 宮崎市 26,663
綾町 466

鹿児島県 鹿児島市 7,835
枕崎市 399
阿久根市 178
出水市 865
薩摩川内市 1,610
いちき串木野市 1,603
志布志市 1,970
伊佐市 104
長島町 1,130
大崎町 1,352
南種子町 59
喜界町 207

沖縄県 宜野湾市 269
伊平屋村 306
久米島町 260
比謝川行政事務組合 177

合計 862,897



（単位：千円）

県名 地方公共団体名 事業名 交付決定額
北海道 函館市消防本部 消防救急デジタル無線施設 119,499
北海道 南渡島消防事務組合 消防救急デジタル無線施設 88,796
北海道 羊蹄山ろく消防組合 消防救急デジタル無線施設 189,287
北海道 滝川地区広域消防事務組合 消防救急デジタル無線施設 46,922
北海道 三笠市消防本部 消防救急デジタル無線施設 33,398
北海道 砂川地区広域消防組合 消防救急デジタル無線施設 38,412
北海道 美幌・津別広域事務組合 消防救急デジタル無線施設 89,950
北海道 苫小牧市消防本部 消防救急デジタル無線施設 120,000
北海道 白老町消防本部 消防救急デジタル無線施設 63,430
北海道 胆振東部消防組合 消防救急デジタル無線施設 160,000
北海道 日高西部消防組合 消防救急デジタル無線施設 103,416
北海道 日高中部消防組合 消防救急デジタル無線施設 148,346
北海道 釧路市消防本部 消防救急デジタル無線施設 208,333
北海道 根室北部消防事務組合 消防救急デジタル無線施設 261,666
北海道 小樽市 防災行政デジタル無線施設 15,522
北海道 東川町 防災行政デジタル無線施設 14,600
北海道 苫小牧市 Ｊ－ＡＬＥＲＴ設備 999
青森県 青森地域広域消防事務組合 消防救急デジタル無線施設 89,810
青森県 八戸市 防災行政デジタル無線施設 14,280
青森県 黒石市 防災行政デジタル無線施設 7,300
青森県 板柳町 防災行政デジタル無線施設 29,200
青森県 青森地域広域消防事務組合 Ｊ－ＡＬＥＲＴ設備 1,000
岩手県 釜石市 防災行政デジタル無線施設 22,900
岩手県 紫波町 防災行政デジタル無線施設 21,900
岩手県 住田町 防災行政デジタル無線施設 36,500
岩手県 花巻市 Ｊ－ＡＬＥＲＴ設備 1,000
岩手県 久慈広域連合 Ｊ－ＡＬＥＲＴ設備 1,000
宮城県 七ヶ浜町 防災行政デジタル無線施設 1,940
宮城県 石巻市 防災行政デジタル無線施設 33,075
宮城県 柴田町 防災行政デジタル無線施設 5,364
宮城県 白石市 防災行政デジタル無線施設 6,713
宮城県 美里町 防災行政デジタル無線施設 68,585
宮城県 気仙沼市 防災行政デジタル無線施設 75,190
宮城県 大河原町 防災行政デジタル無線施設 35,524
宮城県 丸森町 防災行政デジタル無線施設 66,430
宮城県 塩釜地区消防事務組合 Ｊ－ＡＬＥＲＴ設備 1,000
秋田県 にかほ市消防本部 消防救急デジタル無線施設 40,000
山形県 尾花沢市消防本部 消防救急デジタル無線施設 63,196
山形県 大蔵村 防災行政デジタル無線施設 14,600
山形県 天童市 Ｊ－ＡＬＥＲＴ設備 606
山形県 西置賜行政組合 Ｊ－ＡＬＥＲＴ設備 693
福島県 福島県安達地方広域行政組合消防本部 消防救急デジタル無線施設 85,860
福島県 中島村 防災行政デジタル無線施設 14,600
福島県 矢吹町 防災行政デジタル無線施設 7,300
福島県 棚倉町 防災行政デジタル無線施設 21,900
福島県 いわき市 Ｊ－ＡＬＥＲＴ設備 1,000
茨城県 高萩市 防災行政デジタル無線施設 7,300
茨城県 かすみがうら市 防災行政デジタル無線施設 21,900
茨城県 常陸大宮市 Ｊ－ＡＬＥＲＴ設備 1,000
栃木県 小山市消防本部 消防救急デジタル無線施設 50,000
群馬県 沼田市 防災行政デジタル無線施設 7,663
群馬県 桐生市 Ｊ－ＡＬＥＲＴ設備 941
群馬県 伊勢崎市 Ｊ－ＡＬＥＲＴ設備 1,000
群馬県 太田市 Ｊ－ＡＬＥＲＴ設備 731

平成２３年度消防防災通信基盤整備費補助金
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群馬県 館林地区消防組合 Ｊ－ＡＬＥＲＴ設備 1,000
群馬県 渋川地区広域市町村圏振興整備組合 Ｊ－ＡＬＥＲＴ設備 1,000
群馬県 多野藤岡広域市町村圏振興整備組合 Ｊ－ＡＬＥＲＴ設備 1,000
埼玉県 三郷市消防本部 消防救急デジタル無線施設 50,000
埼玉県 所沢市 防災行政デジタル無線施設 14,600
埼玉県 東松山市 防災行政デジタル無線施設 2,833
埼玉県 嵐山町 防災行政デジタル無線施設 7,300
埼玉県 長瀞町 防災行政デジタル無線施設 14,600
埼玉県 神川町 防災行政デジタル無線施設 7,925
埼玉県 宮代町 防災行政デジタル無線施設 1,572
千葉県 銚子市消防本部 消防救急デジタル無線施設 13,016
千葉県 市川市消防局 消防救急デジタル無線施設 56,549
千葉県 船橋市消防局 消防救急デジタル無線施設 51,293
千葉県 木更津市消防本部 消防救急デジタル無線施設 16,006
千葉県 野田市消防本部 消防救急デジタル無線施設 17,009
千葉県 成田市消防本部 消防救急デジタル無線施設 47,702
千葉県 旭市消防本部 消防救急デジタル無線施設 28,550
千葉県 習志野市消防本部 消防救急デジタル無線施設 15,852
千葉県 柏市消防局 消防救急デジタル無線施設 90,000
千葉県 市原市消防局 消防救急デジタル無線施設 52,166
千葉県 流山市消防本部 消防救急デジタル無線施設 20,225
千葉県 八千代市消防本部 消防救急デジタル無線施設 37,528
千葉県 我孫子市消防本部 消防救急デジタル無線施設 25,526
千葉県 鎌ケ谷市消防本部 消防救急デジタル無線施設 15,568
千葉県 君津市消防本部 消防救急デジタル無線施設 28,203
千葉県 富津市消防本部 消防救急デジタル無線施設 11,755
千葉県 浦安市消防本部 消防救急デジタル無線施設 29,194
千葉県 四街道市消防本部 消防救急デジタル無線施設 26,353
千葉県 富里市消防本部 消防救急デジタル無線施設 14,269
千葉県 栄町消防本部 消防救急デジタル無線施設 8,575
千葉県 安房郡市広域市町村圏事務組合消防本部 消防救急デジタル無線施設 25,949
千葉県 長生郡市広域市町村圏組合消防本部 消防救急デジタル無線施設 36,993
千葉県 匝瑳市横芝光町消防組合消防本部 消防救急デジタル無線施設 22,974
千葉県 山武郡市広域行政組合消防本部 消防救急デジタル無線施設 41,298
千葉県 香取広域市町村圏事務組合消防本部 消防救急デジタル無線施設 31,544
千葉県 佐倉市八街市酒々井町消防組合消防本部 消防救急デジタル無線施設 45,345
千葉県 印西地区消防組合 消防救急デジタル無線施設 24,702
千葉県 夷隅郡市広域市町村圏事務組合消防本部 消防救急デジタル無線施設 18,966
千葉県 銚子市 防災行政デジタル無線施設 7,300
千葉県 市川市 防災行政デジタル無線施設 1,094
千葉県 野田市 防災行政デジタル無線施設 36,500
千葉県 旭市 防災行政デジタル無線施設 30,362
千葉県 流山市 防災行政デジタル無線施設 7,660
千葉県 八千代市 防災行政デジタル無線施設 6,784
千葉県 四街道市 防災行政デジタル無線施設 7,333
千葉県 睦沢町 防災行政デジタル無線施設 7,300
千葉県 匝瑳市 防災行政デジタル無線施設 21,900
千葉県 御宿町 防災行政デジタル無線施設 1,703
千葉県 流山市 Ｊ－ＡＬＥＲＴ設備 1,000
東京都 江東区 防災行政デジタル無線施設 8,673
東京都 世田谷区 防災行政デジタル無線施設 7,300
東京都 三鷹市 防災行政デジタル無線施設 1,499
東京都 東久留米市 防災行政デジタル無線施設 15,820
東京都 檜原村 防災行政デジタル無線施設 14,600
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神奈川県 横浜市消防局 消防救急デジタル無線施設 333,591
神奈川県 川崎市 防災行政デジタル無線施設 1,825
神奈川県 小田原市 防災行政デジタル無線施設 2,240
神奈川県 綾瀬市 防災行政デジタル無線施設 143
新潟県 阿賀野市消防本部 消防救急デジタル無線施設 40,000
新潟県 燕・弥彦総合事務組合消防本部 消防救急デジタル無線施設 40,000
新潟県 新潟市 Ｊ－ＡＬＥＲＴ設備 997
新潟県 十日町地域広域事務組合 Ｊ－ＡＬＥＲＴ設備 1,000
石川県 奥能登広域圏事務組合消防本部 消防救急デジタル無線施設 124,241
石川県 羽咋市 防災行政デジタル無線施設 3,483
福井県 大野市 防災行政デジタル無線施設 5,532
福井県 勝山市 防災行政デジタル無線施設 14,600
福井県 勝山市 Ｊ－ＡＬＥＲＴ設備 1,000
福井県 永平寺町 Ｊ－ＡＬＥＲＴ設備 1,000
福井県 嶺北消防組合 Ｊ－ＡＬＥＲＴ設備 1,000
福井県 鯖江・丹生消防組合 Ｊ－ＡＬＥＲＴ設備 1,000
山梨県 山梨市 防災行政デジタル無線施設 6,866
長野県 北アルプス広域消防本部 消防救急デジタル無線施設 94,565
長野県 辰野町 防災行政デジタル無線施設 43,800
長野県 箕輪町 防災行政デジタル無線施設 21,900
長野県 松川町 防災行政デジタル無線施設 29,200
長野県 喬木村 防災行政デジタル無線施設 29,200
長野県 生坂村 防災行政デジタル無線施設 4,043
長野県 長野市 Ｊ－ＡＬＥＲＴ設備 1,000
長野県 北アルプス広域連合 Ｊ－ＡＬＥＲＴ設備 1,000
長野県 伊南行政組合 Ｊ－ＡＬＥＲＴ設備 1,000
長野県 木曽広域連合 Ｊ－ＡＬＥＲＴ設備 1,000
岐阜県 本巣消防事務組合消防本部 消防救急デジタル無線施設 67,925
岐阜県 揖斐郡消防組合消防本部 消防救急デジタル無線施設 100,000
岐阜県 郡上市消防本部 消防救急デジタル無線施設 140,854
岐阜県 岐阜市 防災行政デジタル無線施設 7,912
岐阜県 羽島市 防災行政デジタル無線施設 21,512
岐阜県 可児市 防災行政デジタル無線施設 2,427
岐阜県 坂祝町 防災行政デジタル無線施設 14,600
岐阜県 富加町 防災行政デジタル無線施設 14,600
静岡県 伊豆の国市 防災行政デジタル無線施設 40,879
愛知県 尾三消防組合消防本部 消防救急デジタル無線施設 31,258
愛知県 一宮市 Ｊ－ＡＬＥＲＴ設備 499
三重県 鈴鹿市 Ｊ－ＡＬＥＲＴ設備 1,000
三重県 津市 Ｊ－ＡＬＥＲＴ設備 1,000
三重県 松阪地区広域消防組合 Ｊ－ＡＬＥＲＴ設備 1,000
三重県 志摩広域消防組合 Ｊ－ＡＬＥＲＴ設備 1,000
滋賀県 湖南広域消防局 消防救急デジタル無線施設 88,500
滋賀県 彦根市消防本部 消防救急デジタル無線施設 71,443
滋賀県 大津市 防災行政デジタル無線施設 1,260
滋賀県 彦根市 防災行政デジタル無線施設 51,100
滋賀県 甲賀広域行政組合 Ｊ－ＡＬＥＲＴ設備 1,000
滋賀県 東近江行政組合 Ｊ－ＡＬＥＲＴ設備 1,000
京都府 舞鶴市 防災行政デジタル無線施設 29,200
京都府 八幡市 防災行政デジタル無線施設 10,000
京都府 福知山市 Ｊ－ＡＬＥＲＴ設備 1,000
京都府 綾部市 Ｊ－ＡＬＥＲＴ設備 1,000
京都府 相楽中部消防組合 Ｊ－ＡＬＥＲＴ設備 1,000
京都府 宮津与謝消防組合 Ｊ－ＡＬＥＲＴ設備 1,000
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京都府 京都中部広域消防組合 Ｊ－ＡＬＥＲＴ設備 1,000
京都府 乙訓消防組合 Ｊ－ＡＬＥＲＴ設備 988
大阪府 大阪市消防局 消防救急デジタル無線施設 157,000
大阪府 堺市消防局 消防救急デジタル無線施設 136,666
大阪府 岸和田市消防本部 消防救急デジタル無線施設 50,000
大阪府 高槻市消防本部 消防救急デジタル無線施設 90,000
大阪府 茨木市消防本部 消防救急デジタル無線施設 50,000
大阪府 東大阪市消防局 消防救急デジタル無線施設 48,288
大阪府 大阪狭山市消防本部 消防救急デジタル無線施設 7,840
大阪府 島本町消防本部 消防救急デジタル無線施設 40,000
大阪府 泉大津市 防災行政デジタル無線施設 14,600
大阪府 富田林市 防災行政デジタル無線施設 4,551
大阪府 河内長野市 防災行政デジタル無線施設 14,600
大阪府 和泉市 防災行政デジタル無線施設 51,100
大阪府 堺市 Ｊ－ＡＬＥＲＴ設備 1,000
大阪府 八尾市 Ｊ－ＡＬＥＲＴ設備 1,000
大阪府 富田林市 Ｊ－ＡＬＥＲＴ設備 1,000
大阪府 松原市 Ｊ－ＡＬＥＲＴ設備 998
兵庫県 宝塚市消防本部 消防救急デジタル無線施設 50,000
兵庫県 高砂市消防本部 消防救急デジタル無線施設 40,000
兵庫県 川西市消防本部 消防救急デジタル無線施設 50,000
兵庫県 猪名川町消防本部 消防救急デジタル無線施設 40,000
兵庫県 北はりま消防組合 消防救急デジタル無線施設 120,000
奈良県 桜井市 防災行政デジタル無線施設 3,505
奈良県 大淀町 防災行政デジタル無線施設 58,400
奈良県 奈良市 Ｊ－ＡＬＥＲＴ設備 974
奈良県 桜井市 Ｊ－ＡＬＥＲＴ設備 815
奈良県 五條市 Ｊ－ＡＬＥＲＴ設備 1,000
奈良県 葛城市 Ｊ－ＡＬＥＲＴ設備 961
奈良県 宇陀広域消防組合 Ｊ－ＡＬＥＲＴ設備 1,000
奈良県 吉野広域行政組合 Ｊ－ＡＬＥＲＴ設備 991
奈良県 中吉野広域消防組合 Ｊ－ＡＬＥＲＴ設備 649
奈良県 香芝・広陵消防組合 Ｊ－ＡＬＥＲＴ設備 1,000
和歌山県 印南町 防災行政デジタル無線施設 7,300
和歌山県 紀美野町 Ｊ－ＡＬＥＲＴ設備 1,000
和歌山県 串本町 Ｊ－ＡＬＥＲＴ設備 1,000
鳥取県 西部広域行政管理組合消防局 消防救急デジタル無線施設 99,552
鳥取県 東部広域行政管理組合 消防救急デジタル無線施設 220,000
鳥取県 鳥取県東部広域行政管理組合 Ｊ－ＡＬＥＲＴ設備 1,000
鳥取県 鳥取県西部広域行政管理組合 Ｊ－ＡＬＥＲＴ設備 999
島根県 出雲市 Ｊ－ＡＬＥＲＴ設備 1,000
島根県 浜田市 Ｊ－ＡＬＥＲＴ設備 1,000
岡山県 高梁市消防本部 消防救急デジタル無線施設 100,000
広島県 呉市消防局 消防救急デジタル無線施設 80,000
山口県 山口市消防本部 消防救急デジタル無線施設 170,000
山口県 萩市消防本部 消防救急デジタル無線施設 83,262
山口県 防府市消防本部 消防救急デジタル無線施設 50,000
山口県 周南市消防本部 消防救急デジタル無線施設 120,000
山口県 下関市 Ｊ－ＡＬＥＲＴ設備 1,000
山口県 下松市 Ｊ－ＡＬＥＲＴ設備 1,000
山口県 美祢市 Ｊ－ＡＬＥＲＴ設備 1,000
山口県 光地区消防組合 Ｊ－ＡＬＥＲＴ設備 606
香川県 高松市 消防救急デジタル無線施設 86,962
香川県 丸亀市消防本部 消防救急デジタル無線施設 50,000
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香川県 高松市 防災行政デジタル無線施設 21,900
香川県 善通寺市 Ｊ－ＡＬＥＲＴ設備 1,000
香川県 三観広域行政組合 Ｊ－ＡＬＥＲＴ設備 1,000
愛媛県 松山市消防局 消防救急デジタル無線施設 92,613
愛媛県 今治市消防本部 消防救急デジタル無線施設 59,176
愛媛県 東温市消防本部 消防救急デジタル無線施設 40,000
愛媛県 伊予消防等事務組合 消防救急デジタル無線施設 70,000
愛媛県 八幡浜地区施設事務組合 消防救急デジタル無線施設 70,000
愛媛県 宇和島地区広域事務組合 消防救急デジタル無線施設 46,407
愛媛県 大洲市 防災行政デジタル無線施設 44,304
愛媛県 四国中央市 Ｊ－ＡＬＥＲＴ設備 999
高知県 高知市消防局 消防救急デジタル無線施設 130,000
高知県 南国市消防本部 消防救急デジタル無線施設 40,000
高知県 土佐市消防本部 消防救急デジタル無線施設 12,506
高知県 南国市 Ｊ－ＡＬＥＲＴ設備 998
福岡県 豊前市 防災行政デジタル無線施設 21,900
福岡県 柳川市 Ｊ－ＡＬＥＲＴ設備 1,000
福岡県 大川市 Ｊ－ＡＬＥＲＴ設備 1,000
福岡県 中間市 Ｊ－ＡＬＥＲＴ設備 987
福岡県 みやま市 Ｊ－ＡＬＥＲＴ設備 1,000
福岡県 筑紫野太宰府消防組合 Ｊ－ＡＬＥＲＴ設備 1,000
福岡県 春日・大野城・那珂川消防組合 Ｊ－ＡＬＥＲＴ設備 1,000
福岡県 久留米広域市町村圏事務組合 Ｊ－ＡＬＥＲＴ設備 1,000
福岡県 甘木・朝倉広域市町村圏事務組合 Ｊ－ＡＬＥＲＴ設備 1,000
福岡県 粕屋南部消防組合 Ｊ－ＡＬＥＲＴ設備 1,000
佐賀県 佐賀市 防災行政デジタル無線施設 111,690
長崎県 波佐見町 防災行政デジタル無線施設 21,900
熊本県 人吉市 防災行政デジタル無線施設 59,130
熊本県 長洲町 防災行政デジタル無線施設 14,600
熊本県 有明広域行政事務組合 Ｊ－ＡＬＥＲＴ設備 1,000
大分県 大分市消防局 消防救急デジタル無線施設 95,857
大分県 豊後大野市消防本部 消防救急デジタル無線施設 74,602
大分県 佐伯市 防災行政デジタル無線施設 14,600
宮崎県 西諸広域行政事務組合消防本部 消防救急デジタル無線施設 100,000
宮崎県 宮崎市 防災行政デジタル無線施設 8,833
鹿児島県 徳之島地区消防組合 消防救急デジタル無線施設 40,000
鹿児島県 姶良市 防災行政デジタル無線施設 5,437
沖縄県 浦添市消防本部 消防救急デジタル無線施設 50,000
沖縄県 糸満市 防災行政デジタル無線施設 51,100
沖縄県 那覇市 Ｊ－ＡＬＥＲＴ設備 1,000
沖縄県 糸満市 Ｊ－ＡＬＥＲＴ設備 1,000
沖縄県 豊見城市 Ｊ－ＡＬＥＲＴ設備 1,000
沖縄県 うるま市 Ｊ－ＡＬＥＲＴ設備 1,000
合計 8,633,686
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