
【Fire Topics】

消防救急デジタル無線の運用を開始します。

岡崎市では、これまでアナログだった消防救急無線のデジタル化整備を実施

し、デジタル無線の運用を開始します。

１ 運用開始日 平成 28 年４月１日 金曜日

２ 整備年度 平成 25 年度～27 年度

３ 整備費用 1,272,240,000 円

４ 主な整備内容

(1) 基地局等の整備

市役所東庁舎に基地局を設置し、市内４か所に中継局を設置しました。

(2) 無線機の整備

消防車両及び消防団車両への車載型無線機の設置並びに消防庁舎への

卓上型無線機の設置等を実施しました。

５ その他

整備内容の詳細については、次ページからの「消防救急デジタル無線シス

テム」をご参照ください。
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暗号化

第三者
消防指令センター

携帯型無線機車載型無線機

基地局 A

基地局 B

基地局 C

消防指令センター

効率的な現場活動の実現 多種多様な通信手段

情報の安全性の向上 指令システム連携
による機能性向上

火災などで広範囲から出動するときや、
患者搬送で救急車が広範囲に移動する
ときなど、基地局エリアを複数またぐ場
合に、車両の位置情報から、自動的に最
適な基地局チャンネルを選択します。
複雑な操作を自動化することで、消防
隊員の負担軽減を図り、より現場活動
に専念できる環境を整えました。

出動中の車両への情報提供及び共有が
可能な一斉通信のほか、車両を特定し
て通話できるセレコール通信など目的
に応じた通信ができるようになりまし
た。

無線通信の暗号化により第三者による
傍受をさえぎるとともに、セレコール
通信などを活用することで、患者さん
の個人情報や災害場所などの重要情報
をより安全な環境で通信できるように
なりました。

指令システムとの連携により、指令台
での無線統制や事案ごとの呼び出しな
どの機能性が向上。災害現場の消防隊
員に、的確な指示伝達を行い、より迅速
な現場活動が図れるようになりました。

岡崎市消防本部
消防救急デジタル無線の特長

消防団消防署

連携・共有

岡崎市消防本部 消防指令センター
〒444-0022 岡崎市朝日町３丁目４番地
TEL. 0564-21-5151( 代表 )　FAX. 0564-21-9821

〒444-8601 岡崎市十王町２丁目９番地
TEL. 0564-21-5151( 代表 )　FAX. 0564-26-0373

中消防署
本署

本署

〒444-0022　岡崎市朝日町 3 丁目 4 番地 TEL. 0564-21-5151
北分署
〒444-2133　岡崎市井ノ口町字楼 65 番地 TEL. 0564-24-0119

東消防署

〒444-0005　岡崎市岡町字下河原 25 番地 4 TEL. 0564-53-0119
南分署
〒444-0836　岡崎市中田町 2 番地 2 TEL. 0564-54-0119

花園出張所
〒444-2148　岡崎市仁木町字川越 254 番地 TEL. 0564-66-8119

青野出張所
〒444-0244　岡崎市下青野町字宮東 49 番地 TEL. 0564-43-6119

額田出張所
〒444-3622　岡崎市樫山町字山ノ神 21 番地12 TEL. 0564-82-4119

本宿出張所
〒444-3505　岡崎市本宿町字西片山 30 番地 1 TEL. 0564-48-1119

形埜出張所
〒444-3443　岡崎市鍛埜町字中切 22 番地 6 TEL. 0564-85-3119

本署
西消防署

〒444-0941 岡崎市暮戸町字元社口 42 番地  TEL. 0564-34-0119

車載型無線機（260MHz）
5W 73基 車載型無線機（260MHz）

5W 47基携帯型無線機（260MHz）
1W 37基

卓上型無線機（260MHz）
5W 11基 可搬型無線機（260MHz）

5W 4基 車載型受令機（260MHz） 68基

受令機（260MHz）
（近隣市町傍受用） 1基

車載型簡易無線機
（351MHz）5W

※消防団間や部間の情報共有を可能にする。

115基

署活系携帯無線機
（アナログ 400MHz） 1W 78基

可搬型簡易無線機
（351MHz）５Ｗ 4基

消防署と消防団との連携強化
管内の消防署と、地域に密着した消防団との間で災害情報を共有することで、

的確・迅速な現場活動を実現します。
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中継局無線装置 非常用発動発電機

多重無線装置（市役所東庁舎、桑谷、桜形）

携帯型無線機 可搬型無線機

卓上型無線機

車載型無線機 車載型簡易無線機

無線回線制御装置

無線統制台

管理監視制御卓

万一の停電時にも、必要な
電気を発電し、各装置へ電
源供給することができます。

移動局との間で無線
通信を行うための装置
です。
万一の障害時に備え、
制御部、電源部は二重
化が図られています。

防災用無線として整備されているマイクロ
多重無線ネットワーク回線を活用し、消防指令セ
ンターと各中継局の無線装置が結ばれています。

消防指令センター、署所、移動
局間の無線を中継するための
設備です。管内全域の通信を
カバーするために、中継局を
4ヵ所設置しています。

消防隊員が現場で
使用する携帯無線
機で、消防指令セン
ターのほか、車両や
他の隊員との交信
に使用します。

署活系無線機
署活動用として、消
防隊員が災害現場
において隊員同士
で交信する際に使用
する 400MHz 帯の
無線機です。

主に災害現場（指揮本部）で
使用する可搬型の無線装置で
す。260MHz帯と351MHz
帯があります。

消防署所に設置され、消防指令
センター、各移動局との無線交
信に使用します。無線回線を通
じて指令情報を受信することも
可能で、有線回線に万一障害が
発生した場合に、自動的に無線
回線に切り替えて音声指令を放
送します。

指令システム
や基地局無線
装置、遠隔制
御装置と接続
し、デジタル
無線システム
全体の通信制
御を行う基幹
装置です。

車両や隊員との無線交信
や無線チャンネルの統制
を行います。

デジタル無線システムの動
作状況の監視を行っていま
す。障害発生時には、ブザー
音やランプにより通知しま
す。

岡崎市内の消防・救急業務にお
ける中枢となる消防指令セン
ター。管内からの 119 番通報
や火災・救急・救助など災害に
関する情報が集約され、署所や
隊員に対し的確・迅速な指令伝
達を行っています。

各車両に搭載され、消防
指令センターや車両同

士の無線
交信に使
用します。

車載型無線機 車載型受令機
消防署車両 消防団車両

各車両に搭載され、消
防指令センターや車両
同士の無線交信に使用
します。

消防団の全ての車両に配備され、車
載型として設計された351MHz帯
のデジタル簡易無線機です。主に
消防団同士の交信に使用します。

すべての消防団車両に配備さ
れ、消防指令センターからの指
令内容等を受信することがで
きます。

無線中継局（桑谷、桜形、村積山、雨山）

災害現場

消防署所 車両

消防指令センター・無線基地局（市役所東庁舎）

スムーズな消防・救急・救助活動を可能にする
強固で堅牢なデジタル無線ネットワーク
　大地震や台風、洪水などの大規模災害には、電話やインターネットなどの通信手段が寸断された状
況でも、消防指令センターと署所、消防団も含めた現場隊間で確実に情報共有、指示伝達ができる通
信網が必要となります。
　新たに整備された消防救急デジタル無線では、いかなる状況下でも確実につながる通信手段が確保
でき、より的確かつ迅速に現場対応が図れます。管内全域をカバーするために、市役所東庁舎に基地
局を設置したほか、市内４ヵ所に無線中継局を設置しています。

市民の生命と財産を守り、安全と安心を守るために
迅速・確実な消防業務を支援する
最新鋭の消防救急デジタル無線

ごあいさつ

岡崎市長

内田　康宏

平成28年 3月吉日

　近年、消防業務を取り巻く環境は、大地震や局地的豪雨など社会情勢の変化に
より複雑多様化・大規模化する傾向にあり、一層の消防体制の強化が求められて
います。
　このような中、更なる消防業務の効率化と機能強化を図るため、消防救急無線
のデジタル化を進め、岡崎市内全域での通信を可能にするとともに、無線と指令
システムを連携させることができました。また、全消防団車両に無線機を配備し、
消防団間や常備消防との情報の共有を図ることのできる体制も確立しました。
　今回の無線のデジタル化により、チャンネルの柔軟な活用や通信の秘匿性向上、
更には、大規模災害発生時などにおける指令系統の対応能力向上など、消防力を
最大限に効果的に生かせるシステムになっています。
　今後も、災害への備えを一層強化し、市民の皆様が、安全で安心して暮らせる
まちづくりを目指してまいりますので、更なるご支援とご協力をお願いいたしま
す。
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スムーズな消防・救急・救助活動を可能にする
強固で堅牢なデジタル無線ネットワーク
　大地震や台風、洪水などの大規模災害には、電話やインターネットなどの通信手段が寸断された状
況でも、消防指令センターと署所、消防団も含めた現場隊間で確実に情報共有、指示伝達ができる通
信網が必要となります。
　新たに整備された消防救急デジタル無線では、いかなる状況下でも確実につながる通信手段が確保
でき、より的確かつ迅速に現場対応が図れます。管内全域をカバーするために、市役所東庁舎に基地
局を設置したほか、市内４ヵ所に無線中継局を設置しています。

市民の生命と財産を守り、安全と安心を守るために
迅速・確実な消防業務を支援する
最新鋭の消防救急デジタル無線

ごあいさつ

岡崎市長

内田　康宏

平成28年 3月吉日

　近年、消防業務を取り巻く環境は、大地震や局地的豪雨など社会情勢の変化に
より複雑多様化・大規模化する傾向にあり、一層の消防体制の強化が求められて
います。
　このような中、更なる消防体制の充実を図るため、消防救急無線のデジタル化
を進め、岡崎市内全域での通信を可能にし、無線と指令システムを連携させるこ
とで、消防業務の効率化と機能強化を図りました。また、全消防団車両に無線機
を配備し、消防団間や常備消防との情報の共有が図れる体制を確立しました。
　今回の無線のデジタル化により、チャンネルの柔軟な活用や通信の秘匿性向上、
更には、大規模災害発生時などにおける指令系統の対応能力向上など、消防力を
最大限に効果的に生かせるシステムになっています。
　今後も、災害への備えを一層強化し、市民の皆様が、安全で安心して暮らせる
まちづくりを目指してまいりますので、更なるご支援とご協力をお願いいたしま
す。
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