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北海道 5 遠軽地区広域組合消防本部 平成24年度消防救急デジタル無線設備整備事業 平成24年9⽉27⽇ ⽇本無線 遠軽町・湧別町・佐呂間町

○ 北海道 2 札幌市消防局 ⽯狩振興局管内消防救急デジタル無線共同整備システム改修⼯事 平成23年7⽉13⽇ 富⼠通ゼネラル 札幌市

北海道 16 ⽇⾼中部消防組合消防本部 消防救急デジタル無線整備⼯事 平成24年4⽉24⽇ 富⼠通ゼネラル 新ひだか町・新冠町

北海道 20 砂川地区広域消防組合消防本部 消防救急デジタル無線設備 平成24年5⽉8⽇ 富⼠通ゼネラル 砂川市

北海道 27 ⽇⾼⻄部消防組合消防本部 消防救急デジタル無線共通波整備⼯事(消防署・消防署⽇⾼⽀署) 平成24年5⽉14⽇ 富⼠通ゼネラル 日高町

北海道 36 根室北部消防事務組合消防本部(別海) 消防救急デジタル無線共通波整備⼯事(別海) 平成24年6⽉1⽇ 富⼠通ゼネラル 中標津町・標津町・羅臼町・別海町

北海道 37 根室北部消防事務組合消防本部(別海) 消防救急デジタル無線活動波整備⼯事(別海消防署) 平成24年6⽉1⽇ 富⼠通ゼネラル 中標津町・標津町・羅臼町・別海町

北海道 48 歌志内市消防本部 消防救急デジタル無線施設整備⼯事 平成24年10⽉15⽇ 富⼠通ゼネラル 歌志内市

北海道 99 釧路東部消防組合消防本部(釧路町) 消防救急デジタル無線整備⼯事(釧路町) 平成25年7⽉22⽇ 富⼠通ゼネラル 釧路町・厚岸町・浜中町

北海道 110 南空知消防組合消防本部 消防救急デジタル無線設備 平成25年8⽉8⽇ 富⼠通ゼネラル 栗山町

北海道 114 旭川市消防本部 消防救急デジタル無線整備⼯事 平成25年8⽉27⽇ 富⼠通ゼネラル 旭川市

北海道 8 滝川地区広域消防事務組合消防本部 消防救急デジタル無線設備⼀式 平成24年4⽉26⽇ ⽇本電気 滝川市・新十津川・雨竜・芦別・赤平

北海道 7 美幌・津別広域事務組合消防本部 消防救急デジタル無線施設整備⼯事(共通波施設) 平成24年4⽉16⽇ 沖電気 美幌・津別

北海道 12 北後志消防組合消防本部 消防救急デジタル無線施設新設⼯事 平成24年5⽉7⽇ 沖電気 小樽・ニセコ・積丹

北海道 18 登別市消防本部 消防救急デジタル無線整備業務委託 平成24年5⽉18⽇ 沖電気 登別市

北海道 21 根室北部消防事務組合消防本部(中標津) 消防救急デジタル無線共通波整備⼯事(中標津) 平成24年6⽉1⽇ 沖電気 中標津町・標津町・羅臼町・別海町

北海道 22 根室北部消防事務組合消防本部(標津) 消防救急デジタル無線共通波整備⼯事(標津) 平成24年6⽉1⽇ 沖電気 中標津町・標津町・羅臼町・別海町

北海道 23 根室北部消防事務組合消防本部(中標津) 消防救急デジタル無線活動波整備⼯事(中標津消防署) 平成24年6⽉1⽇ 沖電気 中標津町・標津町・羅臼町・別海町

北海道 24 根室北部消防事務組合消防本部(標津) 消防救急デジタル無線活動波整備⼯事(標津消防署) 平成24年6⽉1⽇ 沖電気 中標津町・標津町・羅臼町・別海町

北海道 37 釧路市消防本部 "路市消防本部消防救急無線デジタル化整備⼯事 平成24年8⽉21⽇ 沖電気 釧路市・白糠町

北海道 40 根室市消防本部 消防救急デジタル無線整備⼯事 平成24年9⽉14⽇ 沖電気 根室市

北海道 72 釧路東部消防組合消防本部(厚岸町) 消防救急デジタル無線整備⼯事(厚岸町) 平成25年7⽉22⽇ 沖電気 釧路町・厚岸町・浜中町

北海道 75 紋別地区消防組合消防本部 紋別地区消防組合消防救急デジタル無線設備整備⼯事 平成25年8⽉1⽇ 沖電気 紋別市・滝上町・興部町・西興部村・雄武町

北海道 77 釧路北部消防事務組合消防本部(弟⼦屈町) 弟⼦屈消防署管内デジタル無線整備⼯事(弟⼦屈町) 平成25年8⽉20⽇ 沖電気 弟子屈・標茶町・鶴居村

青森県 9 ⻘森地域広域消防事務組合消防本部 消防救急無線デジタル化共通波整備⼯事 平成24年3⽉2⽇ 富⼠通ゼネラル  青森市・平内町・外ヶ浜町・今別町・蓬田村

青森県 127 ⻘森地域広域消防事務組合消防本部 消防・救急無線デジタル化整備⼯事 平成26年2⽉20⽇ 富⼠通ゼネラル  青森市・平内町・外ヶ浜町・今別町・蓬田村

岩手県 12 陸前⾼⽥市消防本部 消防救急通信設備災害復旧事業 平成24年3⽉19⽇ 富⼠通ゼネラル 陸前高田市

岩手県 126 遠野市消防本部 遠野市消防救急デジタル無線・移動系デジタル防災⾏政無線整備 平成26年2⽉19⽇ 富⼠通ゼネラル 遠野市

岩手県 44 宮古地区広域⾏政組合消防本部 宮古地区広域⾏政組合消防救急デジタル無線⼯事 平成24年12⽉13⽇ 沖電気 宮古市・岩泉町・田野畑村・山田町

宮城県 7 ⿊川地域⾏政事務組合消防本部 平成23年度消防救急無線施設・設備(デジタル通信⽅式)整備⼯事 平成24年2⽉8⽇ ⽇本電気 富谷市・大和町・大郷町・大衡村

宮城県
3 気仙沼・本吉地域広域⾏政事務組合消防本部 平成23年度消防指令センター及び消防救急デジタル・アナログ無

線整備事業
平成23年12⽉13⽇ 沖電気

気仙沼市・南三陸町

宮城県 4 岩沼市消防本部 平成23年度消防救急無線復旧及びデジタル化整備 平成23年12⽉16⽇ 沖電気 岩沼市

宮城県
16 名取市消防本部 平成23年度消防防災施設災害復旧事業消防救急デジタル無線及び

消防指令センター整備⼯事
平成24年5⽉17⽇ 沖電気

名取市

宮城県 4 塩釜地区消防事務組合消防本部 消防指令センター及び消防救急デジタル無線施設整備⼯事 平成24年1⽉23⽇ 富⼠通ゼネラル 塩竈市・多賀城市・松島町・七ヶ浜町・利府町

宮城県 6 ⼤崎地域広域⾏政事務組合消防本部 消防救急無線(デジタル通信⽅式)整備⼯事 平成24年1⽉26⽇ 富⼠通ゼネラル 大崎市・色麻町・加美町・桶谷町・美里町

宮城県
11 亘理地区⾏政事務組合消防本部 平成23年度消防防災施設・設備災害復旧事業、消防救急無線施

設・設備(デジタル通信⽅式)及び消防指令センター⼯事
平成24年3⽉14⽇ 富⼠通ゼネラル

亘理町・山元町

秋田県 87 ⼤館市消防本部 消防救急デジタル無線整備⼯事 平成25年6⽉14⽇ 富⼠通ゼネラル 大館市

秋田県 19 にかほ市消防本部 消防救急デジタル無線施設新設⼯事 平成24年5⽉2⽇ 富⼠通ゼネラル にかほ市

山形県 8 尾花沢市消防本部 消防救急デジタル無線施設新設⼯事 平成24年2⽉28⽇ 富⼠通ゼネラル 尾花沢市

山形県
38 天童市消防本部 平成23年度消防防災通信基盤整備費補助事業消防救急デジタル無

線施設整備⼯事
平成24年6⽉7⽇ 富⼠通ゼネラル 天童市

山形県
45 ⻄置賜⾏政組合消防本部 消防救急無線デジタル化整備事業(消防救急デジタル無線・⾼機能

消防指令センター)
平成24年12⽉27⽇ 沖電気

長井市・白鷹町・飯豊町・小国町

山形県 46 東根市消防本部 消防救急デジタル無線整備⼯事 平成25年2⽉5⽇ 沖電気 東根市
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山形県 60 東根市消防本部 消防救急デジタル無線整備⼯事 平成25年5⽉14⽇ 沖電気 東根市

山形県 61 最上広域市町村圏事務組合消防本部 消防救急デジタル無線整備⼯事 平成25年5⽉14⽇ 沖電気 新庄市・金山町・最上町・舟形町・真室川町・大蔵村・鮭川村・戸沢村）

福島県 6 福島市消防本部 消防救急デジタル無線整備業務委託 平成23年11⽉8⽇ ⽇本電気 福島市

福島県 1 いわき市消防本部 いわき市消防本部消防救急無線デジタル化⼯事 平成24年2⽉1⽇ ⽇本無線 いわき市

福島県 8 双葉地⽅広域市町村圏組合消防本部 消防救急無線デジタル化等整備⼯事 平成24年12⽉11⽇ ⽇本無線 楢葉町浪江町葛尾村富岡町楢葉町川内村

福島県 5 須賀川地⽅広域消防本部 消防救急デジタル無線整備業務委託 平成24年1⽉24⽇ 富⼠通ゼネラル 須賀川市鏡石町天栄村石川町玉川村平田村浅川町古殿町

福島県 7 安達地⽅広域⾏政組合消防本部 消防救急無線デジタル化共通波整備⼯事 平成24年2⽉20⽇ 富⼠通ゼネラル 二本松市本宮市大玉村

福島県 130 安達地⽅広域⾏政組合消防本部 消防救急無線デジタル化活動波・⾼機能消防指令センター整備⼯ 平成26年3⽉27⽇ 富⼠通ゼネラル 二本松市本宮市大玉村

○ 群馬県 69 桐⽣市消防本部 桐⽣市消防救急無線デジタル化整備⼯事 平成25年5⽉17⽇ 富⼠通ゼネラル 桐生市

○ 群馬県 84 館林地区消防組合消防本部 消防救急デジタル無線設備整備⼯事 平成25年6⽉4⽇ 富⼠通ゼネラル 館林市

○ 群馬県 41 ⾼崎市等広域消防局 消防救急デジタル移動無線機 平成24年9⽉21⽇ 沖電気 高崎市安中市

○ 群馬県 68 ⾼崎市等広域消防局 消防救急デジタル無線基地局等整備⼯事 平成25年6⽉13⽇ 沖電気 高崎市安中市

埼玉県 58 ⼊間東部地区消防組合消防本部 消防救急デジタル無線整備⼯事 平成25年4⽉24⽇ 富⼠通ゼネラル 富士見市ふじみ野市三芳町

埼玉県 74 埼⽟県南⻄部消防本部 消防救急デジタル無線整備⼯事 平成25年5⽉22⽇ 富⼠通ゼネラル 朝霞市志木市和光市新座市

埼玉県 90 秩⽗消防本部 消防救急デジタル無線設備整備事業 平成25年6⽉28⽇ 富⼠通ゼネラル 秩父市横瀬町皆野町長瀞町小鹿野町

埼玉県 92 深⾕市消防本部 消防救急デジタル無線設備整備業務委託 平成25年7⽉4⽇ 富⼠通ゼネラル 深谷市

埼玉県 56 ⽐企広域消防本部 消防救急デジタル無線設備設置⼯事 平成25年4⽉26⽇ 沖電気 東松山市、吉見町、滑川町、小川町、嵐山町、ときがわ町、東秩父村

埼玉県 58 越⾕市消防本部 消防・救急デジタル無線整備⼯事 平成25年5⽉8⽇ 沖電気 越谷市

埼玉県 59 蕨市消防本部 消防救急デジタル無線整備⼯事 平成25年5⽉10⽇ 沖電気 蕨市

埼玉県 63 蓮⽥市消防本部 消防救急デジタル無線設備整備⼯事 平成25年5⽉20⽇ 沖電気 蓮田市

埼玉県 65 埼⽟県央広域消防本部 消防救急デジタル無線機器整備⼯事 平成25年5⽉24⽇ 沖電気 鴻巣市、桶川市、北本市

埼玉県 82 児⽟郡市広域消防本部 消防救急デジタル無線設置⼯事 平成26年2⽉14⽇ 沖電気 本庄市、美里町、神川町、上里町

○ 千葉県 6 松⼾市消防局 消防救急デジタル無線装置(移動局)購⼊ 平成24年3⽉30⽇ 沖電気 松戸市

○ 千葉県 8 市川市消防局 消防救急デジタル無線装置の購⼊ 平成24年4⽉25⽇ 沖電気 市川市

○ 千葉県 9 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装置購⼊事業 平成24年4⽉25⽇ 沖電気 匝瑳市、横芝光町

○ 千葉県 10 鎌ケ⾕市消防本部 消防救急デジタル無線装置購⼊ 平成24年4⽉27⽇ 沖電気 鎌ケ谷市

○ 千葉県 11 流⼭市消防本部 消防救急デジタル無線装置購⼊ 平成24年4⽉27⽇ 沖電気 流山市

○ 千葉県 13 習志野市消防本部 消防救急デジタル無線機及び受令機⼀式 平成24年5⽉10⽇ 沖電気 習志野市

○ 千葉県 14 ⼋千代市消防本部 消防救急デジタル無線購⼊ 平成24年5⽉10⽇ 沖電気 八千代市

○ 千葉県 17 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装置整備事業 平成24年5⽉17⽇ 沖電気 勝浦市夷隅市大喜多町御宿町

○ 千葉県 19 野⽥市消防本部 消防救急デジタル無線装置及び受令機 平成24年5⽉22⽇ 沖電気 野田市

○ 千葉県 35 柏市消防局 消防救急デジタル無線装置 平成24年8⽉3⽇ 沖電気 柏市

○ 千葉県 18 印⻄地区消防組合消防本部 消防救急デジタル無線施設整備事業 平成24年4⽉27⽇ 富⼠通ゼネラル 印西市白井市

○ 千葉県 21 浦安市消防本部 消防救急デジタル無線移動局購⼊ 平成24年5⽉9⽇ 富⼠通ゼネラル 浦安市

○ 千葉県 22 富津市消防本部 消防救急デジタル無線装置購⼊ 平成24年5⽉9⽇ 富⼠通ゼネラル 富津市

○ 千葉県 23 成⽥市消防本部 消防救急デジタル無線装置購⼊ 平成24年5⽉10⽇ 富⼠通ゼネラル 成田市神崎町

○ 千葉県 31 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機購⼊事業 平成24年5⽉23⽇ 富⼠通ゼネラル 佐倉市八街市酒々井町

○ 千葉県 32 ⽊更津市消防本部 消防救急デジタル無線装置購⼊事業 平成24年5⽉24⽇ 富⼠通ゼネラル 木更津市

○ 千葉県 33 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設備 平成24年5⽉29⽇ 富⼠通ゼネラル 館山市鴨川市南房総市鋸南町

○ 千葉県 40 栄町消防本部 消防救急無線装置購⼊ 平成24年7⽉6⽇ 富⼠通ゼネラル 栄町

○ 千葉県 1 千葉県 消防救急無線整備⼯事 平成22年9⽉14⽇ ⽇本電気 千葉市

○ 千葉県 20 我孫⼦市消防本部 消防救急デジタル移動局無線購⼊ 平成24年5⽉28⽇ 沖電気 我孫子市

○ 千葉県 28 銚⼦市消防本部 消防救急デジタル無線装置 平成24年6⽉12⽇ 沖電気 銚子市

新潟県 30 ⾒附市消防本部 消防救急デジタル無線整備⼯事 平成24年6⽉18⽇ 沖電気 見附市

新潟県 55 阿賀町消防本部 消防救急無線デジタル化整備⼯事 平成25年4⽉25⽇ 沖電気 阿賀町

新潟県 15 燕・弥彦総合事務組合消防本部 ⾼機能消防指令センター並びに消防救急デジタル無線総合整備事 平成24年4⽉20⽇ 富⼠通ゼネラル 燕市弥彦村

新潟県 39 阿賀野市消防本部 消防救急デジタル無線施設整備⼯事 平成24年6⽉26⽇ 富⼠通ゼネラル 阿賀野市
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新潟県 65 新発⽥地域広域消防本 新発⽥広域消防本部消防救急無線デジタル化施設整備⼯事 平成25年5⽉13⽇ 富⼠通ゼネラル 新発田市胎内市聖籠町

新潟県 76 ⻑岡市消防本部 消防救急デジタル無線設備整備⼯事 平成25年5⽉23⽇ 富⼠通ゼネラル 長岡市

新潟県 88 ⼩千⾕市消防本部 消防救急デジタル無線施設整備⼯事 平成25年6⽉17⽇ 富⼠通ゼネラル 小千谷市

新潟県 91 村上市消防本部 消防救急デジタル無線整備⼯事 平成25年7⽉2⽇ 富⼠通ゼネラル 村上市

新潟県 96 加茂地域消防本部 消防救急無線デジタル化整備⼯事 平成25年7⽉17⽇ 富⼠通ゼネラル 加茂市

富山県 125 富⼭県東部消防組合消防本部 消防救急デジタル無線整備⼯事 平成26年2⽉10⽇ 富⼠通ゼネラル 魚津市滑川市上市町舟橋村

富山県
80 新川地域消防本部 新川地域消防組合消防救急無線デジタル化整備事業新川地域消防

組合消防救急無線デジタル化整備⼯事
平成26年2⽉3⽇ 沖電気

黒部市入善町朝日町

富山県 81 砺波地域消防組合消防本部 消防救急デジタル無線整備事業に伴う移動局整備⼯事 平成26年2⽉6⽇ 沖電気 小矢部市,南砺市

石川県 3 奥能登広域圏事務組合消防本部 消防救急デジタル無線共通波系設備整備⼯事 平成24年5⽉31⽇ ⽇本無線
輪島市、珠洲市、能登町、穴水町

石川県 7 奥能登広域圏事務組合消防本部 消防救急デジタル無線移動局無線装置 平成24年11⽉16⽇ ⽇本無線
輪島市、珠洲市、能登町、穴水町

石川県 14 奥能登広域圏事務組合消防本部 消防救急デジタル無線活動波系設備整備⼯事 平成26年3⽉25⽇ ⽇本無線
輪島市、珠洲市、能登町、穴水町

石川県 50 七尾⿅島消防本部 消防救急無線デジタル化整備⼯事(第1期) 平成25年3⽉14⽇ 沖電気 七尾市中能登町

石川県 51 ⽻咋郡市広域圏事務組合消防本部 消防救急無線デジタル化変更⼯事 平成25年3⽉21⽇ 沖電気 羽咋市、宝達志水町、志賀町

○ × 福井県 101 ⼤野市消防本部 消防救急デジタル無線整備⼯事 平成25年7⽉23⽇ 富⼠通ゼネラル 大野市

山梨県 83 甲府地区広域⾏政事務組合消防本部 消防救急デジタル無線整備事業 平成25年5⽉31⽇ 富⼠通ゼネラル 甲府市、甲斐市、中央市、昭和町

山梨県 89 峡北広域⾏政事務組合消防本部 消防救急無線デジタル整備⼯事 平成25年6⽉21⽇ 富⼠通ゼネラル 北杜市、甲斐市、韮崎市

山梨県 103 東⼭梨消防本部 消防救急デジタル無線システム整備⼯事 平成25年7⽉29⽇ 富⼠通ゼネラル 山梨市・甲州市

山梨県 104 峡南広域⾏政組合消防本部 消防救急デジタル無線システム整備事業(電気通信⼯事) 平成25年7⽉31⽇ 富⼠通ゼネラル
山梨県 70 南アルプス市消防本部 消防救急デジタル無線ンステム整備⼯事 平成25年5⽉20⽇ 富⼠通ゼネラル 南アルプス市

長野県 10 北アルプス広域消防本部 平成23年度消防救急デジタル無線整備事業 平成24年3⽉8⽇ 富⼠通ゼネラル 大町市、池田町、松川村、白馬村、小谷村

長野県
111 伊那消防組合消防本部 消防指令センター⾼機能指令システム整備⼯事及び消防救急無線

デジタル化整備⼯事
平成25年8⽉8⽇ 富⼠通ゼネラル

伊那市・辰野町・箕輪町・南箕輪町

長野県 52 松本広域消防局 消防救急デジタル無線設備整備⼯事 平成25年1⽉29⽇ 富⼠通ゼネラル 松本市　塩尻市　安曇野市　麻績村　生坂村　山形村　朝日村　筑北村

長野県 10 ⻑野市消防局 消防救急デジタル無線整備⼯事 平成25年5⽉31⽇ ⽇本無線 長野市

岐阜県 1 下呂市消防本部 消防救急デジタル無線整備⼯事 平成23年8⽉3⽇ 沖電気 下呂市

岐阜県 2 岐⾩市消防本部 消防救急デジタル携帯型無線装置60機 平成23年9⽉16⽇ 沖電気 岐阜市

岐阜県 34 郡上市消防本部 消防デジタル無線整備事業 平成24年5⽉31⽇ 富⼠通ゼネラル 郡上市

岐阜県 47 ⽻島市消防本部 消防救急デジタル無線設備整備⼯事 平成24年8⽉22⽇ 富⼠通ゼネラル 羽島市

岐阜県 29 揖斐郡消防組合消防本部 消防・救急デジタル無線整備事業 平成24年6⽉15⽇ 沖電気
岐阜県 33 ⽻島郡広域連合消防本部 消防救急デジタル無線整備⼯事 平成24年8⽉1⽇ 沖電気 岐南町・笠松町の羽島郡２町

岐阜県 38 ⼭県市消防本部 消防救急デジタル無線施設整備⼯事 平成24年8⽉21⽇ 沖電気 山県市

岐阜県 42 岐⾩市消防本部 消防救急デジタル⾞載型無線装置1台他1件 平成24年11⽉16⽇ 沖電気 岐阜市

岐阜県 48 中津川市消防本部 中津川市消防救急デジタル無線設備整備⼯事 平成25年2⽉15⽇ 沖電気 中津川市

岐阜県 69 中濃消防組合消防本部 消防救急デジタル無線設備整備⼯事 平成25年6⽉21⽇ 沖電気 関市・美濃市

岐阜県 71 岐⾩市消防本部 沖電気⼯業開製消防救急デジタル⾞載型無線装置1台 平成25年7⽉19⽇ 沖電気 岐阜市

○ 愛知県 57 瀬⼾市消防本部 消防救急デジタル無線整備事業 平成25年4⽉23⽇ 富⼠通ゼネラル 瀬戸市

愛知県 109 春⽇井市消防本部 デジタル消防救急無線システム整備⼯事 平成25年8⽉6⽇ 富⼠通ゼネラル 春日井市

愛知県 5 尾三消防本部 消防救急デジタル無線施設整備事業 平成24年3⽉12⽇ 沖電気 日進市・みよし市・東郷町

三重県
107 津市消防本部 平成25年度消通補継第1号津市消防救急デジタル無線及び⾼機能消

防指令センター整備⼯事
平成25年8⽉2⽇ 富⼠通ゼネラル

津市

○ ○ 滋賀県 26 彦根市消防本部 消防救急デジタル無線整備⼯事 平成24年6⽉11⽇ 沖電気 彦根市

○ 滋賀県 36 湖北地域消防本部 消防救急デジタル無線共通波系施設整備事業 平成24年8⽉10⽇ 沖電気 長浜市・米原市

○ 滋賀県 73 湖北地域消防本部 消防救急デジタル無線活動波系施設整備事業 平成25年7⽉31⽇ 沖電気 長浜市・米原市

○ × 滋賀県 41 ⼤津市消防局 消防救急デジタル無線機器⼀式 平成24年7⽉23⽇ 富⼠通ゼネラル 大津市

○ × 滋賀県 66 ⼤津市消防局 消防救急デジタル無線機器⼀式 平成25年5⽉13⽇ 富⼠通ゼネラル 大津市
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○ ○ 滋賀県 71 ⾼島市消防本部 消防救急デジタル無線整備⼯事 平成25年5⽉20⽇ 富⼠通ゼネラル 高島市

京都府
2 京都市消防局 消防救急デジタル無線システム実証試験に係る無線装置整備(調達

等含む。)業務[京都市消防本部]の請負
平成22年10⽉1⽇ ⽇本電気

京都市

京都府 64 宇治市消防本部 消防救急無線再整備事業業務委託 平成25年5⽉23⽇ 沖電気 宇治市

京都府 45 綾部市消防本部 消防救急デジタル無線施設⼯事 平成24年8⽉14⽇ 富⼠通ゼネラル 綾部市

京都府 56 福知⼭市消防本部 消防救急無線デジタル化整備事業無線機器購⼊ 平成25年4⽉19⽇ 富⼠通ゼネラル 福知山市

京都府 59 相楽中部消防組合消防本部 消防救急デジタル無線設備整備⼯事 平成25年4⽉25⽇ 富⼠通ゼネラル 木津川市山城町加茂町笠置町和束町

京都府 60 久御⼭町消防本部 消防救急デジタル無線整備 平成25年4⽉26⽇ 富⼠通ゼネラル 久御山町

京都府 105 京丹後市消防本部 消防救急無線デジタル化整備事業 平成25年8⽉1⽇ 富⼠通ゼネラル 京丹後市

京都府 118 ⻑岡市消防本部 携帯型移動局無線装置ほか 平成25年9⽉24⽇ 富⼠通ゼネラル 長岡市

○ 大阪府 1 ⼤阪市消防局 消防救急デジタル無線設備製造 平成22年9⽉17⽇ 富⼠通ゼネラル 大阪市

大阪府 24 堺市消防局 消防救急デジタル無線共通波設備⼀式 平成24年5⽉11⽇ 富⼠通ゼネラル 堺市

○ 大阪府 25 ⼤阪市消防局 消防救急デジタル⾞載無線機106基 平成24年5⽉11⽇ 富⼠通ゼネラル 大阪市

○ 大阪府 26 ⼤阪市消防局 消防救急デジタル可搬無線機122基 平成24年5⽉11⽇ 富⼠通ゼネラル 大阪市

○ 大阪府 55 ⼤阪市消防局 消防⾞⽤デジタル⾞載無線機製造 平成25年3⽉27⽇ 富⼠通ゼネラル 大阪市

○ 大阪府 68 富⽥林市消防本部 消防救急デジタル無線機器購⼊ 平成25年5⽉16⽇ 富⼠通ゼネラル 富田林市

大阪府 78 箕⾯市消防本部 消防救急デジタル無線整備委託 平成25年5⽉24⽇ 富⼠通ゼネラル 箕面市

大阪府 81 豊能町消防本部 消防救急デジタル無線設備整備事業 平成25年5⽉29⽇ 富⼠通ゼネラル 豊能町箕面市

大阪府 93 堺市消防局 消防救急デジタル無線可搬型無線装置 平成25年7⽉12⽇ 富⼠通ゼネラル 堺市

大阪府 94 箕⾯市消防本部 消防救急無線更新整備業務委託 平成25年7⽉16⽇ 富⼠通ゼネラル 箕面市

大阪府 106 豊能町消防本部 消防救急デジタル無線(活動波設備)整備事業 平成25年8⽉1⽇ 富⼠通ゼネラル 豊能町箕面市

大阪府 115 枚⽅寝屋川消防組合消防本部 消防情報システム及び消防救急デジタル無線の整備事業 平成25年8⽉30⽇ 富⼠通ゼネラル 枚方市新町

○ 大阪府 116 ⼤阪市消防局 消防救急デジタル⾞載無線機製造 平成25年9⽉13⽇ 富⼠通ゼネラル 大阪市

○ 大阪府 117 ⼤阪市消防局 消防救急デジタル携帯無線機製造 平成25年9⽉13⽇ 富⼠通ゼネラル 大阪市

○ 大阪府 123 泉⼤津市消防本部 消防救急デジタル無線システム整備⼯事 平成26年2⽉3⽇ 富⼠通ゼネラル 泉大津市

○ 大阪府 129 ⼤阪市消防局 消防救急デジタル携帯無線機製造(2) 平成26年2⽉24⽇ 富⼠通ゼネラル 大阪市

大阪府 29 ⾼槻市消防本部 消防救急デジタル無線設備(製造請負) 平成24年5⽉21⽇ 富⼠通ゼネラル 高槻市

○ 大阪府 42 堺市消防局 消防救急デジタル無線活動波設備 平成24年7⽉24⽇ 富⼠通ゼネラル 堺市

兵庫県 34 北はりま消防本部 消防救急デジタル無線システム(共通波系、活動波系)整備⼯事 平成24年8⽉2⽇ 沖電気 北はりま

○ 兵庫県 43 ⾚穂市消防本部 消防救急デジタル無線施設1式 平成24年11⽉27⽇ 沖電気 赤穂市

○ 兵庫県 47 ⾚穂市消防本部 消防救急デジタル無線設備1式 平成25年2⽉13⽇ 沖電気 赤穂市

○ 兵庫県 62 芦屋市消防本部 消防救急デジタル無線設備整備事業無線機器購⼊ 平成25年5⽉16⽇ 沖電気 芦屋市

○
済4/24
6/30受

兵庫県 83 丹波市消防本部 ⾼機能消防指令センター・消防救急デジタル無線整備⼯事 平成26年2⽉26⽇ 沖電気 丹波市

○ 兵庫県 53 ⼩野市消防本部 (仮称)⼩野市防災センター電気設備⼯事 平成25年2⽉27⽇ 富⼠通ゼネラル 小野市

○ 兵庫県 62 三⽥市消防本部 消防救急デジタル無線設備 平成25年5⽉9⽇ 富⼠通ゼネラル 三田市

○ 兵庫県 77 加古川市消防本部 ⾼機能消防指令センター及び消防救急デジタル無線設備 平成25年5⽉23⽇ 富⼠通ゼネラル 加古川市

○ 兵庫県 121 三⽥市消防本部 消防救急デジタル無線設備(2期整備) 平成25年10⽉31⽇ 富⼠通ゼネラル 三田市

奈良県 63 奈良市消防局 消防救急デジタル無線ンステム 平成25年5⽉10⽇ 富⼠通ゼネラル 奈良市

和歌山県 120 橋本市消防本部 通信指令共同整備指令システム構築委託業務 平成25年10⽉25⽇ 富⼠通ゼネラル 橋本市

○ 鳥取県
3 ⿃取県⻄部広域⾏政管理組合消防局 消防救急デジタル無線システム実証試験に係る無線装置整備(調達

等含む。)業務[⿃取県⻄部広域⾏政管理組合消防局]の請負
平成22年10⽉1⽇ ⽇本電気

米子市日吉津村伯老町南部町江府町日南町、日野町

○ 鳥取県 13 ⿃取県東部広域⾏政管理組合消防局 消防救急デジタル無線設備及び⾼機能消防指令センター整備⼯事 平成24年4⽉6⽇ 富⼠通ゼネラル 鳥取市

○ 島根県 2 島根県 消防救急デジタル無線松江・出雲エリア共通波整備⼯事 平成24年5⽉18⽇ ⽇本無線 松江市

○
島根県 6 島根県 島根県消防救急無線広域共同整備事業消防救急デジタル無線共通

波整備⼯事
平成24年9⽉27⽇ ⽇本無線

松江市

○ 島根県 72 浜⽥市消防本部 消防救急無線デジタル化整備事業(活動波) 平成25年5⽉21⽇ 富⼠通ゼネラル 浜田市
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○ 島根県 75 ⼤⽥市消防本部 消防救急デジタル無線活動波整備⼯事 平成25年5⽉22⽇ 富⼠通ゼネラル 大田市

○ 島根県 82 雲南広域連合雲南消防本部 消防救急デジタル無線活動波整備⼯事 平成25年5⽉30⽇ 富⼠通ゼネラル 雲南市

○ 島根県 85 江津⾢智消防組合消防本部 江津⾢智消防組合消防救急デジタル無線活動波整備⼯事 平成25年6⽉6⽇ 富⼠通ゼネラル 江津市渡津町

○ 島根県 122 出雲市消防本部 消防救急デジタル無線活動波整備⼯事 平成25年11⽉7⽇ 富⼠通ゼネラル 出雲市

岡山県 5 倉敷市消防局 倉敷市消防局消防・救急デジタル無線整備事業 平成23年5⽉13⽇ ⽇本電気 倉敷市

岡山県 3 岡⼭市消防局 消防救急デジタル無線装置等⼀式 平成23年7⽉21⽇ 富⼠通ゼネラル 岡山市

岡山県 49 岡⼭市消防局 消防救急デジタル無線装置⼀式 平成24年10⽉23⽇ 富⼠通ゼネラル 岡山市

岡山県 86 笠岡地区消防組合消防本部 消防救急デジタル無線整備⼯事 平成25年6⽉6⽇ 富⼠通ゼネラル 笠岡市

岡山県 67 瀬⼾内市消防本部 消防・救急無線デジタル化整備⼯事 平成25年5⽉31⽇ 沖電気 瀬戸内市

岡山県 14 ⾼梁市消防本部 消防救急デジタル無線施設新設⼯事 平成24年4⽉11⽇ 富⼠通ゼネラル 高梁市

広島県 44 呉市消防局 消防救急デジタル無線施設整備⼯事 平成24年8⽉9⽇ 富⼠通ゼネラル 呉市

広島県 51 東広島市消防局 消防救急無線デジタル化整備事業消防救急無線デジタル化⼯事(活 平成25年1⽉15⽇ 富⼠通ゼネラル 東広島市

広島県
64 東広島市消防局 平成24年度消防救急無線デジタル化整備事業消防救急無線デジタ

ル化⼯事(共通波)
平成25年5⽉10⽇ 富⼠通ゼネラル

東広島市

広島県 97 呉市消防局 消防救急デジタル無線施設整備⼯事(第2期) 平成25年7⽉18⽇ 富⼠通ゼネラル 呉市

広島県 102 安芸⾼⽥市消防本部 安芸⾼⽥市消防救急デジタル化整備⼯事 平成25年7⽉26⽇ 富⼠通ゼネラル 安芸高田市

山口県 17 ⼭⼝市消防本部 消防救急デジタル無線設備整備⼯事 平成24年4⽉26⽇ 富⼠通ゼネラル 山口市

山口県 25 萩市消防本部 消防救急デジタル無線整備⼯事 平成24年6⽉8⽇ 沖電気 萩市

山口県 27 ⻑⾨市消防本部 消防救急デジタル無線整備⼯事 平成24年6⽉11⽇ 沖電気 長門市

山口県 52 宇部・⼭陽・⼩野⽥消防局 ⾼機能消防指令センター整備事業及び消防救急無線デジタル化整 平成25年4⽉12⽇ 沖電気
山口県 74 下関市消防局 下関市・美祢市消防救急無線デジタル化整備⼯事 平成25年7⽉31⽇ 沖電気 下関市

山口県 35 柳井地区広域消防本部 消防救急デジタル無線システム整備⼯事 平成24年5⽉31⽇ 富⼠通ゼネラル 柳井市、周防大島町、上関町、平生町

徳島県 100 阿南市消防本部 消防救急デジタル無線設備⼯事 平成25年7⽉22⽇ 富⼠通ゼネラル 阿南市

徳島県 11 名⻄消防組合消防本部 名⻄消防組合神⼭消防署デジタル無線整備⼯事 平成25年6⽉17⽇ ⽇本無線 石井町、神山町

徳島県 53 徳島中央広域連合消防本部 徳島中央広域連合消防救急デジタル無線整備事業 平成25年4⽉18⽇ 沖電気
香川県 9 丸⻲市消防本部 消防救急デジタル無線整備事業業務委託 平成24年4⽉27⽇ ⽇本電気 丸亀市

香川県 43 坂出市消防本部 消防救急デジタル無線施設購⼊ 平成24年7⽉31⽇ 富⼠通ゼネラル 坂出市

香川県 73 仲多度南部消防組合消防本部 仲多度南部消防組合消防施設整備事業(消防救急デジタル無線設備 平成25年5⽉21⽇ 富⼠通ゼネラル
愛媛県 39 東温市消防本部 消防救急デジタル無線共通波整備⼯事 平成24年8⽉21⽇ 沖電気 東温市

愛媛県 66 東温市消防本部 消防救急デジタル無線活動波整備⼯事 平成25年5⽉28⽇ 沖電気 東温市

愛媛県 30 宇和島地区広域事務組合消防本部 消防・救急無線デジタル化等設備整備⼯事 平成24年5⽉21⽇ 富⼠通ゼネラル
愛媛県 54 ⻄予市消防本部 ⻄予市消防救急デジタル無線設備整備⼯事 平成25年3⽉12⽇ 富⼠通ゼネラル 西予市

高知県 28 ⾼知市消防局 消防・救急デジタル無線統制波・主運⽤波整備事業に伴う設備機 平成24年5⽉16⽇ 富⼠通ゼネラル 高知市

高知県
95 嶺北広域⾏政事務組合消防本部 平成24年度緊急消防援助隊設備整備費補助事業(繰越)消防救急デ

ジタル無線設備整備⼯事
平成25年7⽉16⽇ 富⼠通ゼネラル

高知県
31 ⼟佐市消防本部 平成23年度繰越明許消防防災通信基盤整備事業消防救急デジタル

無線(共通波)装置購⼊事業
平成24年6⽉21⽇ 沖電気

土佐市

高知県 32 南国市消防本部 消防救急デジタル無線システム整備 平成24年7⽉12⽇ 沖電気 南国市

高知県 49 ⼟佐市消防本部 平成24年度消防救急デジタル無線(活動波)システム整備⼯事 平成25年2⽉25⽇ 沖電気 土佐市

高知県 79 ⾹美市消防本部 (平成25年度周波数有効利⽤促進事業)消防救急デジタル無線等整 平成25年12⽉12⽇ 沖電気 香美市

福岡県 80 直⽅市消防本部 消防救急デジタル無線整備 平成25年5⽉27⽇ 富⼠通ゼネラル 直方市

福岡県 119 京築広域圏消防本部 消防救急無線デジタル化整備⼯事 平成25年10⽉8⽇ 富⼠通ゼネラル

○ 福岡県
4 春⽇・⼤野城・那珂川消防組合消防本部 消防救急デジタル無線システム実証試験に係る無線装置整備(調達

等含む。)業務[春⽇⼤野城那珂川消防組合消防本部]の請負
平成22年10⽉1⽇ ⽇本電気

○ 福岡県 70 ⽷島市消防本部 消防・救急無線デジタル化⼯事 平成25年7⽉9⽇ 沖電気 糸島市

佐賀県
57 伊万⾥・有⽥消防本部 平成25年度伊万⾥・有⽥消防救急デジタル無線装置及び消防緊急

通信指令システム購⼊
平成25年5⽉2⽇ 沖電気
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長崎県 9 壱岐市消防本部 消防救急デジタル無線システム整備⼯事 平成25年5⽉28⽇ ⽇本無線 壱岐市

長崎県 13 対⾺市消防本部 消防救急デジタル無線設備整備⼯事 平成25年12⽉10⽇ ⽇本無線 対馬市

長崎県 50 五島市消防本部 五島市消防本部消防救急無線デジタル化整備⼯事 平成24年11⽉1⽇ 富⼠通ゼネラル 五島市

熊本県 98 ⽔俣芦北広域⾏政事務組合消防本部 消防救急デジタル無線施設整備事業外1件 平成25年7⽉19⽇ 富⼠通ゼネラル
熊本県 128 上益城消防組合消防本部 消防救急デジタル無線整備⼯事及び⾼機能消防指令センター整備 平成26年2⽉20⽇ 富⼠通ゼネラル

済8/10 大分県 112 宇佐市消防本部 平成25年度宇佐市消防救急デジタル無線・通信指令設備整備⼯事 平成25年8⽉16⽇ 富⼠通ゼネラル 宇佐市

大分県 113 ⾅杵市消防本部 平成25年度⾅杵市消防救急デジタル無線システム整備⼯事 平成25年8⽉20⽇ 富⼠通ゼネラル 臼杵市

大分県 4 豊後⼤野市消防本部 平成24年度23繰消防救急デジタル無線整備⼯事 平成24年9⽉6⽇ ⽇本無線 豊後大野市

宮崎県 108 ⻄都市消防本部 消防救急デジタル無線設備整備⼯事 平成25年8⽉2⽇ 富⼠通ゼネラル 西都市

宮崎県 15 ⽇南市消防本部 消防救急拠点施設通信指令システム整備事業 平成24年5⽉11⽇ 沖電気 日南市

宮崎県 54 串間市消防本部 消防救急デジタル無線設備整備⼯事 平成25年4⽉19⽇ 沖電気 串間市

宮崎県 76 串間市消防局 消防救急無線デジタル化整備事業及び指令台更新事業 平成25年8⽉1⽇ 沖電気 串間市

宮崎県 78 ⽇向市消防本部 消防救急デジタル無線機器等の購⼊ 平成25年8⽉21⽇ 沖電気 日向市

鹿児島県 61 ⼤隅肝属地区消防組合消防本部 消防救急無線デジタル化⼯事 平成25年5⽉2⽇ 富⼠通ゼネラル
鹿児島県 67 ⼤隅曽於地区消防組合消防本部 消防救急無線デジタル化整備事業 平成25年5⽉15⽇ 富⼠通ゼネラル
鹿児島県 79 ⼤島地区消防組合消防本部 ⼤島地区消防組合消防救急無線デジタル化整備⼯事 平成25年5⽉24⽇ 富⼠通ゼネラル
鹿児島県 124 出⽔市消防本部 消防救急デジタル無線整備⼯事 平成26年2⽉5⽇ 富⼠通ゼネラル 出水市

鹿児島県 12 熊⽑地区消防組合消防本部 消防救急デジタル化整備事業 平成25年6⽉21⽇ ⽇本無線
沖縄県 46 浦添市消防本部 消防救急デジタル無線(共通波)施設整備⼯事 平成24年8⽉17⽇ 富⼠通ゼネラル 浦添市

42 28

支払い済み 名古屋市 日立国際電気 名古屋市


