
① 防災対策用（アナログ波）１５０Mhz帯　

　配置場所　　消防署　　基地局１局
配置 出力

ちたぼうたい 基地局 消防署 10ｗ

② 消防用（デジタル波）２６０Mhz帯

　

出力 出力

ちた　１ 水槽付消防ﾎﾟﾝﾌﾟ自動車 10ｗ ちた　　１０１ 指揮車 消防署長 5ｗ

ちた　２ 消防ﾎﾟﾝﾌﾟ自動車 10ｗ ちた　　１０２ 警防隊長 5ｗ

ちた　３ 動力ﾎﾟﾝﾌﾟ付水槽車 10ｗ ちた　　１０３ 警防隊 5ｗ

ちた　５ 消防ﾎﾟﾝﾌﾟ自動車 10ｗ ちた　　１０４ 高規格救急自動車 5ｗ

ちた　３１ はしご自動車 10ｗ ちた　　１０５ 高規格救急自動車 5ｗ

ちた　４１ 救助工作車 10ｗ ちた　　１０６ 救助隊長         5ｗ

ちた　５１ 指揮車 10ｗ ちた　　１０７ 救助隊　　   　    5ｗ

ちた　６１ 広報車 10ｗ ちた　　１０８ 指揮車 指揮隊 5ｗ

ちた　６２ 広報車 10ｗ ちた　　１０９ 指揮車 指揮隊 5ｗ

ちた　６３ 広報車 10ｗ

ちた　６４ 広報車 10ｗ

ちた　７１ 資機材搬送車 10ｗ

ちた　７２ 資機材搬送車 10ｗ

ちた　７３ 大型化学高所放水車 10ｗ 出力

ちた　７４ 泡原液搬送車 10ｗ ちた　　５０ 警防事務室 10ｗ

きゅうきゅうちた １ 高規格救急自動車 10ｗ ちた　　５０１ 指揮車 10ｗ

きゅうきゅうちた ４ 高規格救急自動車 10ｗ ちた　　５０２ 警防事務室 10ｗ

設置及び積載車両呼出名称（移動局）

（可搬型デジタル無線機　　移動局３局）

（車載型デジタル無線機　　移動局１７局）
設置及び積載車両

呼出名称   設置及び積載車両 防災対策用

警防事務室

（携帯型デジタル無線機　　移動局９局）

活動波 ６ （知多南部）

活動波 ５ （常滑）

活動波 ４ （知多）

○

災害波３（広域）

　配置場所　　消防署

消防用及び防災対策用等無線設置状況
令和2年4月1日現在

主運用波（愛知県）

災害波１（広域）

災害波２（広域）

統制波３（全国） 活動波 ３ （大府）

活動波 ２ （東海）

活動波 １ （知多中部）統制波１（全国）

統制波２（全国）

知多広域実装無線

呼出名称（移動局） 呼出名称（移動局） 使用者及び積載車両
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出力 出力

ちたやわた　１ 水槽付消防ﾎﾟﾝﾌﾟ自動車 10ｗ ちた　　２０１ 出張所長 5ｗ

ちたやわた　２ 消防ﾎﾟﾝﾌﾟ自動車 10ｗ ちた　　２０２ 警防隊長 5ｗ

ちたやわた　４ 動力ﾎﾟﾝﾌﾟ付水槽車 10ｗ ちた　　２０３ 警防隊 5ｗ

ちたやわた　３１ 屈折はしご自動車 10ｗ ちた　　２０４ 高規格救急自動車 5ｗ

ちたやわた　７１ 資機材搬送車 10ｗ

きゅうきゅうちた　２ 高規格救急自動車 10ｗ

出力 出力

ちたあさひ　１ 消防ﾎﾟﾝﾌﾟ自動車 10ｗ ちた　　３０１ 出張所長 5ｗ

ちたあさひ　２ 化学消防車 10ｗ ちた　　３０２ 警防隊長 5ｗ

ちたあさひ　７１ 資機材搬送車 10ｗ ちた　　３０３ 高規格救急自動車 5ｗ

きゅうきゅうちた　３ 高規格救急自動車 10ｗ

③ 公共業務用（アナログ波）４００Mhz帯 　【デジタル波変更に伴い整備】 

　配置場所　　消防署　　移動局１７局 　配置場所　　八幡出張所　　移動局９局
出力 出力

ちたしょかつ　　１ 消防署長 1ｗ 出張所長 1ｗ

ちたしょかつ　　２ 消防副署長 1ｗ 警防隊長 1ｗ

ちたしょかつ　　３ 指揮隊 1ｗ 警防隊 1ｗ

ちたしょかつ　　４ 指揮隊 1ｗ 警防隊 1ｗ

ちたしょかつ　　５ 警防隊長 1ｗ 警防隊 1ｗ

ちたしょかつ　　６ 指揮隊 1ｗ 救急隊長 1ｗ

ちたしょかつ　　７ 警防隊 1ｗ 救急隊 1ｗ

ちたしょかつ　　８ 警防隊 1ｗ 救急隊 1ｗ

ちたしょかつ　　９ 警防隊 1ｗ 警防隊 1ｗ

ちたしょかつ　　１０ 救助隊長 1ｗ

ちたしょかつ　　１１ 救助隊 1ｗ 　配置場所　　旭出張所　　移動局８局
ちたしょかつ　　１２ 救助隊 1ｗ 出力

ちたしょかつ　　１３ 救助隊 1ｗ 出張所長 1ｗ

ちたしょかつ　　１４ 警防隊 1ｗ 警防隊長 1ｗ

ちたしょかつ　　１５ 救急隊長 1ｗ 警防隊 1ｗ

ちたしょかつ　　１６ 救急隊 1ｗ 警防隊 1ｗ

ちたしょかつ　　１７ 救急隊 1ｗ 救急隊長 1ｗ

救急隊 1ｗ

救急隊 1ｗ

警防隊 1ｗ

④ 防災行政用（アナログ波）４００Mhz帯

　配置場所　　消防署　　固定局１局
配置場所 出力

消防署 5ｗ

使用者及び積載車両呼出名称（移動局）

署活実装無線

呼出名称（移動局） 設置及び積載車両

（携帯型デジタル無線機　　移動局３局）

呼出名称（移動局）

呼出名称（移動局） 使用者及び積載車両

呼出名称（移動局） 使用者及び積載車両

ちたしょかつ　　３５

ちたしょかつ　　３２

ちたしょかつ　　３３

ちたしょかつ　　２０

ちたしょかつ　　２１

ちたしょかつ　　２２

ちたしょかつ　　２３

ちたしょかつ　　２４

ちたしょかつ　　２５

ちたしょかつ　　２６

ちたしょかつ　　２７

ちたしょかつ　　２８

（携帯型デジタル無線機　　移動局４局）
使用者及び積載車両

ちたしょかつ（消防業務用）２波

ちたしょかつ（消防業務用）１波

ちたしょかつ（防災業務用）３波

ぼうさいちたしょうぼう

（車載型デジタル無線機　　移動局４局）

　配置場所　　八幡出張所
（車載型デジタル無線機　　移動局６局）

　配置場所　　旭出張所

呼出名称（移動局） 設置及び積載車両

呼出名称 (固定局）

呼出名称（移動局） 使用者及び積載車両

ちたしょかつ　　３０

警防事務室

ちたしょかつ　　３６

ちたしょかつ　　３７

設置及び積載車両

ちたしょかつ　　３４

ちたしょかつ　　３１
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