
 

     平成２４年２月２３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２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       ４１億７３百万円 

(内訳) 

○消防団安全対策設備整備費補助金   ２０７団体  ３億７６百万円 

 （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１２１団体 ３７億９７百万円 

（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 事業名 交付決定額
北海道 富良野広域連合 消防団安全対策設備整備費補助金 261
北海道 北留萌消防組合 消防団安全対策設備整備費補助金 131
北海道 南十勝消防事務組合 消防団安全対策設備整備費補助金 86
北海道 釧路東部消防組合 消防団安全対策設備整備費補助金 3,217
青森県 青森市 消防団安全対策設備整備費補助金 1,999
青森県 八戸市 消防団安全対策設備整備費補助金 2,774
青森県 むつ市 消防団安全対策設備整備費補助金 492
青森県 階上町 消防団安全対策設備整備費補助金 1,793
岩手県 盛岡市 消防団安全対策設備整備費補助金 419
岩手県 大船渡市 消防団安全対策設備整備費補助金 350
岩手県 花巻市 消防団安全対策設備整備費補助金 1,536
岩手県 久慈市 消防団安全対策設備整備費補助金 4,919
岩手県 遠野市 消防団安全対策設備整備費補助金 2,304
岩手県 陸前高田市 消防団安全対策設備整備費補助金 24,360
岩手県 雫石町 消防団安全対策設備整備費補助金 221
岩手県 葛巻町 消防団安全対策設備整備費補助金 515
岩手県 紫波町 消防団安全対策設備整備費補助金 37
岩手県 金ケ崎町 消防団安全対策設備整備費補助金 697
岩手県 山田町 消防団安全対策設備整備費補助金 1,060
岩手県 岩泉町 消防団安全対策設備整備費補助金 1,291
岩手県 野田村 消防団安全対策設備整備費補助金 2,236
岩手県 洋野町 消防団安全対策設備整備費補助金 2,613
宮城県 白石市 消防団安全対策設備整備費補助金 3,854
宮城県 東松島市 消防団安全対策設備整備費補助金 2,117
宮城県 大河原町 消防団安全対策設備整備費補助金 3,750
宮城県 亘理町 消防団安全対策設備整備費補助金 1,056
宮城県 大郷町 消防団安全対策設備整備費補助金 1,371
秋田県 大仙市 消防団安全対策設備整備費補助金 782
秋田県 小坂町 消防団安全対策設備整備費補助金 571
秋田県 大潟村 消防団安全対策設備整備費補助金 290
山形県 寒河江市 消防団安全対策設備整備費補助金 2,943
山形県 上山市 消防団安全対策設備整備費補助金 3,581
山形県 天童市 消防団安全対策設備整備費補助金 1,682
山形県 東根市 消防団安全対策設備整備費補助金 69
山形県 飯豊町 消防団安全対策設備整備費補助金 150
山形県 遊佐町 消防団安全対策設備整備費補助金 690
福島県 福島市 消防団安全対策設備整備費補助金 2,703
福島県 郡山市 消防団安全対策設備整備費補助金 1,341
福島県 伊達市 消防団安全対策設備整備費補助金 966
福島県 本宮市 消防団安全対策設備整備費補助金 268
福島県 桑折町 消防団安全対策設備整備費補助金 1,542
福島県 大玉村 消防団安全対策設備整備費補助金 1,018
福島県 猪苗代町 消防団安全対策設備整備費補助金 2,159
福島県 会津美里町 消防団安全対策設備整備費補助金 1,022
福島県 棚倉町 消防団安全対策設備整備費補助金 3,126
福島県 石川町 消防団安全対策設備整備費補助金 1,081
茨城県 水戸市 消防団安全対策設備整備費補助金 2,968
茨城県 潮来市 消防団安全対策設備整備費補助金 280
茨城県 常陸大宮市 消防団安全対策設備整備費補助金 1,564
茨城県 かすみがうら市 消防団安全対策設備整備費補助金 960
茨城県 小美玉市 消防団安全対策設備整備費補助金 577
茨城県 阿見町 消防団安全対策設備整備費補助金 275

平成２３年度消防団安全対策設備整備費補助金
交付決定（第二次）一覧



（単位：千円）

県名 地方公共団体名 事業名 交付決定額

平成２３年度消防団安全対策設備整備費補助金
交付決定（第二次）一覧

栃木県 宇都宮市 消防団安全対策設備整備費補助金 7,419
栃木県 足利市 消防団安全対策設備整備費補助金 1,099
栃木県 日光市 消防団安全対策設備整備費補助金 2,666
栃木県 小山市 消防団安全対策設備整備費補助金 145
栃木県 茂木町 消防団安全対策設備整備費補助金 192
栃木県 岩舟町 消防団安全対策設備整備費補助金 460
群馬県 中之条町 消防団安全対策設備整備費補助金 157
群馬県 高山村 消防団安全対策設備整備費補助金 35
群馬県 館林地区消防組合 消防団安全対策設備整備費補助金 44
埼玉県 川口市 消防団安全対策設備整備費補助金 3,385
千葉県 銚子市 消防団安全対策設備整備費補助金 1,190
千葉県 習志野市 消防団安全対策設備整備費補助金 327
千葉県 四街道市 消防団安全対策設備整備費補助金 219
千葉県 酒々井町 消防団安全対策設備整備費補助金 1,487
千葉県 栄町 消防団安全対策設備整備費補助金 2,266
千葉県 長生郡市広域市町村圏組合 消防団安全対策設備整備費補助金 7,775
東京都 清瀬市 消防団安全対策設備整備費補助金 98
神奈川県 川崎市 消防団安全対策設備整備費補助金 6,087
神奈川県 座間市 消防団安全対策設備整備費補助金 31
神奈川県 南足柄市 消防団安全対策設備整備費補助金 2,200
神奈川県 箱根町 消防団安全対策設備整備費補助金 920
神奈川県 清川村 消防団安全対策設備整備費補助金 246
新潟県 三条市 消防団安全対策設備整備費補助金 2,668
新潟県 柏崎市 消防団安全対策設備整備費補助金 706
新潟県 阿賀野市 消防団安全対策設備整備費補助金 379
新潟県 魚沼市 消防団安全対策設備整備費補助金 182
新潟県 関川村 消防団安全対策設備整備費補助金 265
新潟県 十日町地域広域事務組合 消防団安全対策設備整備費補助金 3,384
富山県 富山市 消防団安全対策設備整備費補助金 1,014
富山県 高岡市 消防団安全対策設備整備費補助金 2,163
富山県 魚津市 消防団安全対策設備整備費補助金 1,260
富山県 南砺市 消防団安全対策設備整備費補助金 863
富山県 射水市 消防団安全対策設備整備費補助金 391
富山県 立山町 消防団安全対策設備整備費補助金 186
石川県 輪島市 消防団安全対策設備整備費補助金 647
石川県 津幡町 消防団安全対策設備整備費補助金 249
石川県 穴水町 消防団安全対策設備整備費補助金 327
福井県 大野市 消防団安全対策設備整備費補助金 649
福井県 永平寺町 消防団安全対策設備整備費補助金 849
福井県 嶺北消防組合 消防団安全対策設備整備費補助金 1,005
福井県 鯖江・丹生消防組合 消防団安全対策設備整備費補助金 1,761
山梨県 韮崎市 消防団安全対策設備整備費補助金 1,722
山梨県 市川三郷町 消防団安全対策設備整備費補助金 66
山梨県 鳴沢村 消防団安全対策設備整備費補助金 784



（単位：千円）

県名 地方公共団体名 事業名 交付決定額

平成２３年度消防団安全対策設備整備費補助金
交付決定（第二次）一覧

長野県 中野市 消防団安全対策設備整備費補助金 1,415
長野県 東御市 消防団安全対策設備整備費補助金 230
長野県 長和町 消防団安全対策設備整備費補助金 192
長野県 箕輪町 消防団安全対策設備整備費補助金 1,403
長野県 飯島町 消防団安全対策設備整備費補助金 103
長野県 豊丘村 消防団安全対策設備整備費補助金 305
長野県 王滝村 消防団安全対策設備整備費補助金 469
長野県 麻績村 消防団安全対策設備整備費補助金 692
長野県 松川村 消防団安全対策設備整備費補助金 382
長野県 高山村 消防団安全対策設備整備費補助金 1,085
長野県 山ノ内町 消防団安全対策設備整備費補助金 154
長野県 小川村 消防団安全対策設備整備費補助金 619
長野県 栄村 消防団安全対策設備整備費補助金 193
岐阜県 高山市 消防団安全対策設備整備費補助金 1,500
岐阜県 多治見市 消防団安全対策設備整備費補助金 598
岐阜県 土岐市 消防団安全対策設備整備費補助金 425
岐阜県 池田町 消防団安全対策設備整備費補助金 1,810
静岡県 浜松市 消防団安全対策設備整備費補助金 34,999
静岡県 焼津市 消防団安全対策設備整備費補助金 226
静岡県 下田市 消防団安全対策設備整備費補助金 1,579
愛知県 豊川市 消防団安全対策設備整備費補助金 1,350
三重県 四日市市 消防団安全対策設備整備費補助金 5,302
三重県 鈴鹿市 消防団安全対策設備整備費補助金 6,550
三重県 いなべ市 消防団安全対策設備整備費補助金 658
三重県 東員町 消防団安全対策設備整備費補助金 585
滋賀県 近江八幡市 消防団安全対策設備整備費補助金 2,087
滋賀県 甲賀市 消防団安全対策設備整備費補助金 556
滋賀県 野洲市 消防団安全対策設備整備費補助金 214
京都府 綾部市 消防団安全対策設備整備費補助金 2,413
京都府 久御山町 消防団安全対策設備整備費補助金 442
京都府 笠置町 消防団安全対策設備整備費補助金 384
京都府 南山城村 消防団安全対策設備整備費補助金 307
大阪府 箕面市 消防団安全対策設備整備費補助金 1,306
兵庫県 洲本市 消防団安全対策設備整備費補助金 322
兵庫県 南あわじ市 消防団安全対策設備整備費補助金 2,399
兵庫県 市川町 消防団安全対策設備整備費補助金 312
奈良県 御所市 消防団安全対策設備整備費補助金 646
奈良県 十津川村 消防団安全対策設備整備費補助金 604
和歌山県 田辺市 消防団安全対策設備整備費補助金 4,000
和歌山県 湯浅町 消防団安全対策設備整備費補助金 1,788
和歌山県 みなべ町 消防団安全対策設備整備費補助金 166
和歌山県 上富田町 消防団安全対策設備整備費補助金 1,304
和歌山県 すさみ町 消防団安全対策設備整備費補助金 150
鳥取県 境港市 消防団安全対策設備整備費補助金 101
鳥取県 岩美町 消防団安全対策設備整備費補助金 1,803
鳥取県 北栄町 消防団安全対策設備整備費補助金 109
島根県 出雲市 消防団安全対策設備整備費補助金 1,698
島根県 江津市 消防団安全対策設備整備費補助金 1,585
島根県 美郷町 消防団安全対策設備整備費補助金 354



（単位：千円）

県名 地方公共団体名 事業名 交付決定額

平成２３年度消防団安全対策設備整備費補助金
交付決定（第二次）一覧

岡山県 笠岡市 消防団安全対策設備整備費補助金 450
岡山県 備前市 消防団安全対策設備整備費補助金 1,666
岡山県 瀬戸内市 消防団安全対策設備整備費補助金 240
岡山県 奈義町 消防団安全対策設備整備費補助金 842
広島県 広島市 消防団安全対策設備整備費補助金 4,141
広島県 東広島市 消防団安全対策設備整備費補助金 5,859
広島県 江田島市 消防団安全対策設備整備費補助金 4,818
広島県 府中町 消防団安全対策設備整備費補助金 143
広島県 坂町 消防団安全対策設備整備費補助金 177
山口県 宇部市 消防団安全対策設備整備費補助金 431
山口県 山口市 消防団安全対策設備整備費補助金 848
山口県 岩国市 消防団安全対策設備整備費補助金 2,079
徳島県 徳島市 消防団安全対策設備整備費補助金 1,752
香川県 善通寺市 消防団安全対策設備整備費補助金 408
香川県 直島町 消防団安全対策設備整備費補助金 260
愛媛県 松山市 消防団安全対策設備整備費補助金 3,495
愛媛県 今治市 消防団安全対策設備整備費補助金 14,931
愛媛県 八幡浜市 消防団安全対策設備整備費補助金 2,437
愛媛県 新居浜市 消防団安全対策設備整備費補助金 403
愛媛県 大洲市 消防団安全対策設備整備費補助金 250
愛媛県 伊予市 消防団安全対策設備整備費補助金 210
愛媛県 上島町 消防団安全対策設備整備費補助金 1,073
愛媛県 松前町 消防団安全対策設備整備費補助金 1,462
愛媛県 砥部町 消防団安全対策設備整備費補助金 206
愛媛県 鬼北町 消防団安全対策設備整備費補助金 773
愛媛県 愛南町 消防団安全対策設備整備費補助金 654
高知県 高知市 消防団安全対策設備整備費補助金 4,961
高知県 香南市 消防団安全対策設備整備費補助金 700
福岡県 北九州市 消防団安全対策設備整備費補助金 29,986
福岡県 うきは市 消防団安全対策設備整備費補助金 79
福岡県 宮若市 消防団安全対策設備整備費補助金 1,640
佐賀県 佐賀市 消防団安全対策設備整備費補助金 1,123
佐賀県 小城市 消防団安全対策設備整備費補助金 1,017
長崎県 長崎市 消防団安全対策設備整備費補助金 8,123
長崎県 島原市 消防団安全対策設備整備費補助金 625
長崎県 諫早市 消防団安全対策設備整備費補助金 5,622
熊本県 宇城市 消防団安全対策設備整備費補助金 630
熊本県 天草市 消防団安全対策設備整備費補助金 1,449
熊本県 和水町 消防団安全対策設備整備費補助金 681
熊本県 大津町 消防団安全対策設備整備費補助金 370
熊本県 菊陽町 消防団安全対策設備整備費補助金 1,878
熊本県 小国町 消防団安全対策設備整備費補助金 729
熊本県 高森町 消防団安全対策設備整備費補助金 455
熊本県 南阿蘇村 消防団安全対策設備整備費補助金 455
熊本県 益城町 消防団安全対策設備整備費補助金 236
熊本県 多良木町 消防団安全対策設備整備費補助金 931
熊本県 湯前町 消防団安全対策設備整備費補助金 1,058
熊本県 あさぎり町 消防団安全対策設備整備費補助金 210
宮崎県 国富町 消防団安全対策設備整備費補助金 1,684



（単位：千円）

県名 地方公共団体名 事業名 交付決定額

平成２３年度消防団安全対策設備整備費補助金
交付決定（第二次）一覧

鹿児島県 鹿児島市 消防団安全対策設備整備費補助金 1,200
鹿児島県 鹿屋市 消防団安全対策設備整備費補助金 2,080
鹿児島県 枕崎市 消防団安全対策設備整備費補助金 355
鹿児島県 西之表市 消防団安全対策設備整備費補助金 1,734
鹿児島県 垂水市 消防団安全対策設備整備費補助金 1,246
鹿児島県 薩摩川内市 消防団安全対策設備整備費補助金 788
鹿児島県 曽於市 消防団安全対策設備整備費補助金 427
鹿児島県 霧島市 消防団安全対策設備整備費補助金 1,155
鹿児島県 いちき串木野市 消防団安全対策設備整備費補助金 1,689
鹿児島県 十島村 消防団安全対策設備整備費補助金 815
鹿児島県 南大隅町 消防団安全対策設備整備費補助金 3,911
鹿児島県 瀬戸内町 消防団安全対策設備整備費補助金 255
鹿児島県 龍郷町 消防団安全対策設備整備費補助金 246
合計 376,460



（単位：千円）
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北海道 北後志消防組合 消防救急デジタル無線施設 160,000
北海道 北見地区消防組合 消防救急デジタル無線施設 127,300
北海道 登別市消防本部 消防救急デジタル無線施設 40,000
北海道 苫前町 防災行政デジタル無線施設 21,900
北海道 芽室町 防災行政デジタル無線施設 29,200
北海道 八雲町 Ｊ－ＡＬＥＲＴ設備 1,000
青森県 おいらせ町 防災行政デジタル無線施設 29,200
青森県 青森市 Ｊ－ＡＬＥＲＴ設備 2,000
青森県 むつ市 Ｊ－ＡＬＥＲＴ設備 3,000
青森県 十和田地域広域事務組合 Ｊ－ＡＬＥＲＴ設備 1,000
岩手県 宮古市 防災行政デジタル無線施設 11,916
岩手県 北上市 防災行政デジタル無線施設 6,094
岩手県 奥州市 防災行政デジタル無線施設 29,200
岩手県 岩手町 防災行政デジタル無線施設 14,600
岩手県 矢巾町 防災行政デジタル無線施設 7,300
岩手県 金ケ崎町 防災行政デジタル無線施設 9,320
岩手県 平泉町 防災行政デジタル無線施設 21,900
岩手県 洋野町 防災行政デジタル無線施設 13,856
宮城県 仙台市消防局 消防救急デジタル無線施設 165,396
宮城県 仙台市 防災行政デジタル無線施設 114,940
宮城県 村田町 防災行政デジタル無線施設 36,500
宮城県 富谷町 防災行政デジタル無線施設 40,888
宮城県 涌谷町 防災行政デジタル無線施設 43,800
山形県 天童市消防本部 消防救急デジタル無線施設 40,000
山形県 長井市 防災行政デジタル無線施設 14,600
山形県 庄内町 防災行政デジタル無線施設 5,740
山形県 大蔵村 防災行政デジタル無線施設 7,300
山形県 中山町 Ｊ－ＡＬＥＲＴ設備 4,605
山形県 小国町 Ｊ－ＡＬＥＲＴ設備 4,500
福島県 鮫川村 防災行政デジタル無線施設 14,600
福島県 三春町 防災行政デジタル無線施設 21,900
福島県 小野町 防災行政デジタル無線施設 7,300
福島県 浅川町 防災行政デジタル無線施設 7,298
茨城県 龍ケ崎市 防災行政デジタル無線施設 3,680
茨城県 美浦村 防災行政デジタル無線施設 4,974
栃木県 宇都宮市 防災行政デジタル無線施設 3,780
栃木県 矢板市 防災行政デジタル無線施設 36,500
栃木県 真岡市 防災行政デジタル無線施設 51,100
埼玉県 上里町 防災行政デジタル無線施設 36,500
埼玉県 坂戸市 防災行政デジタル無線施設 27,846
埼玉県 幸手市 防災行政デジタル無線施設 43,800
埼玉県 和光市 防災行政デジタル無線施設 5,973
千葉県 千葉市消防局 消防救急デジタル無線施設 150,000
千葉県 松戸市消防局 消防救急デジタル無線施設 59,000
千葉県 袖ケ浦市消防本部 消防救急デジタル無線施設 21,631
千葉県 柏市 防災行政デジタル無線施設 1,049
千葉県 館山市 防災行政デジタル無線施設 6,744
千葉県 茂原市 防災行政デジタル無線施設 7,300
千葉県 香取市 防災行政デジタル無線施設 37,230
千葉県 多古町 防災行政デジタル無線施設 7,300
千葉県 東庄町 防災行政デジタル無線施設 14,600
千葉県 八街市 防災行政デジタル無線施設 14,600
千葉県 酒々井町 防災行政デジタル無線施設 1,216
東京都 北区 防災行政デジタル無線施設 2,276

平成２３年度消防防災通信基盤整備費補助金
交付決定（第二次）一覧
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東京都 板橋区 防災行政デジタル無線施設 71,540
東京都 青梅市 防災行政デジタル無線施設 14,600
東京都 東村山市 防災行政デジタル無線施設 29,200
東京都 清瀬市 防災行政デジタル無線施設 14,500
新潟県 佐渡市 防災行政デジタル無線施設 6,790
新潟県 弥彦村 防災行政デジタル無線施設 1,225
富山県 射水市 Ｊ－ＡＬＥＲＴ設備 1,000
石川県 金沢市 防災行政デジタル無線施設 73,730
石川県 羽咋市 防災行政デジタル無線施設 14,600
石川県 津幡町 防災行政デジタル無線施設 58,400
福井県 越前市 防災行政デジタル無線施設 6,193
長野県 松本市 防災行政デジタル無線施設 10,645
長野県 豊丘村 防災行政デジタル無線施設 14,600
静岡県 袋井市 防災行政デジタル無線施設 7,169
静岡県 東伊豆町 防災行政デジタル無線施設 29,200
岐阜県 羽島市 消防救急デジタル無線施設 40,000
愛知県 豊橋市消防本部 消防救急デジタル無線施設 138,143
三重県 伊賀市 防災行政デジタル無線施設 21,900
三重県 名張市 防災行政デジタル無線施設 18,468
三重県 鈴鹿市 防災行政デジタル無線施設 51,100
三重県 伊賀市 Ｊ－ＡＬＥＲＴ設備 1,000
滋賀県 大津市消防局 消防救急デジタル無線施設 130,000
滋賀県 湖北地域消防本部 消防救急デジタル無線施設 92,529
滋賀県 甲賀市 Ｊ－ＡＬＥＲＴ設備 1,000
京都府 綾部市消防本部 消防救急デジタル無線施設 52,480
京都府 綾部市 防災行政デジタル無線施設 14,600
京都府 宇治市 防災行政デジタル無線施設 555
京都府 京丹後市 防災行政デジタル無線施設 21,900
京都府 笠置町 防災行政デジタル無線施設 14,600
大阪府 堺市 防災行政デジタル無線施設 5,319
大阪府 豊中市 防災行政デジタル無線施設 14,600
大阪府 八尾市 防災行政デジタル無線施設 58,400
大阪府 四條畷市 防災行政デジタル無線施設 21,900
大阪府 千早赤阪村 防災行政デジタル無線施設 14,600
兵庫県 伊丹市 防災行政デジタル無線施設 36,500
奈良県 生駒市消防本部 消防救急デジタル無線施設 50,000
奈良県 御所市 防災行政デジタル無線施設 5,617
奈良県 三宅町 防災行政デジタル無線施設 14,600
奈良県 大和高田市 Ｊ－ＡＬＥＲＴ設備 1,000
和歌山県 湯浅町 防災行政デジタル無線施設 36,500
島根県 消防救急デジタル無線施設 526,891
島根県 浜田市 防災行政デジタル無線施設 21,900
島根県 奥出雲町 防災行政デジタル無線施設 14,600
島根県 美郷町 防災行政デジタル無線施設 14,600
岡山県 久米南町 防災行政デジタル無線施設 14,600
山口県 山陽小野田市 防災行政デジタル無線施設 2,958
山口県 平生町 防災行政デジタル無線施設 7,300
香川県 善通寺市消防本部 消防救急デジタル無線施設 7,596
香川県 多度津町消防本部 消防救急デジタル無線施設 7,918
香川県 善通寺市 防災行政デジタル無線施設 4,672
高知県 いの町 防災行政デジタル無線施設 6,520
福岡県 柳川市 防災行政デジタル無線施設 21,900
福岡県 宗像市 防災行政デジタル無線施設 7,300
福岡県 篠栗町 防災行政デジタル無線施設 29,200
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福岡県 鞍手町 防災行政デジタル無線施設 21,900
福岡県 吉富町 防災行政デジタル無線施設 14,600
福岡県 糸島市 Ｊ－ＡＬＥＲＴ設備 1,000
熊本県 人吉下球磨消防組合消防本部 消防救急デジタル無線施設 92,523
熊本県 苓北町 防災行政デジタル無線施設 6,500
大分県 宇佐市 Ｊ－ＡＬＥＲＴ設備 1,000
宮崎県 宮崎市消防局 消防救急デジタル無線施設 106,000
宮崎県 都農町 防災行政デジタル無線施設 7,300
鹿児島県 徳之島町 防災行政デジタル無線施設 7,300
沖縄県 石垣市 防災行政デジタル無線施設 7,300
沖縄県 中城村 防災行政デジタル無線施設 7,300
沖縄県 与那原町 防災行政デジタル無線施設 1,618
沖縄県 八重瀬町 防災行政デジタル無線施設 29,200
合計 3,797,451


