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県　　名 都市名 本　　部　　名 署　　名 分署 出張所 備考

北海道 留萌市 留萌消防組合 留萌消防署 団活性化事業

士別市 士別地方消防事務組合 消防署

江別市 江別市消防本部 江別消防署

函館市 函館市消防本部 北消防署 弥生出張所

函館市 函館市消防本部 北消防署 桔梗出張所

函館市 函館市消防本部 東消防署

函館市 函館市消防本部 北消防署 亀田本町支署

函館市 函館市消防本部 東消防署 的場支署

函館市 函館市消防本部 東消防署 戸井出張所

函館市 函館市消防本部 東消防署 花園出張所

函館市 函館市消防本部 北消防署

函館市 函館市消防本部 北消防署 末広出張所

函館市 函館市消防本部 東消防署 南茅部支署

函館市 函館市消防本部 東消防署 日ノ浜出張所

端野町 北見地区消防組合 端野支所

虻田町 西胆振消防組合 虻田消防署

留寿都 羊蹄山ろく消防組合 倶知安消防署 留寿都支署

歌登町 南宗谷消防組合 歌登支所

苫小牧市 北海道石油共同備蓄 苫小牧事業所 更新1回

苫小牧市 苫小牧市消防本部 日新出張所

上磯町 南渡島消防事務組合 上磯消防署 七重浜出張所 10本用

札幌市 札幌市消防局 南消防署 藤野出張所

森町 森町消防本部 森町消防署

歌志内市 歌志内市消防本部 消防署

岩手県 山田町 宮古地区広域行政組合 山田消防署

盛岡市 盛岡地区広域行政事務組合 西消防署 城西出張所

盛岡市 盛岡地区広域行政事務組合 中央消防署 上田出張所

盛岡市 盛岡地区広域行政事務組合 中央消防署

盛岡市 盛岡地区広域行政事務組合 山岸出張所

盛岡市 盛岡地区広域行政事務組合 中央消防署 岩手分署

宮城県 仙台市 仙台市消防局 太白消防署 長町出張所

仙台市 仙台市消防局 泉消防署 根白石出張所

仙台市 仙台市消防局 宮城野消防署 鶴ケ谷出張所

仙台市 仙台市消防局 若林消防署 河原町分署

仙台市 仙台市消防局 泉消防署 八乙女分署

仙台市 仙台市消防局 青葉消防署 荒巻出張所

仙台市 仙台市消防局 太白消防署 八木山出張所

仙台市 仙台市消防局 宮城野消防署 岩切出張所
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宮城県 石巻市 石巻地区広域行政事務組合 石巻消防署

岩沼市 岩沼市消防本部 岩沼消防署

福島県 郡山市 郡山地方広域消防組合 郡山消防署

栃木県 足利市 足利市消防本部 足利消防署

今市市 今市市消防本部 今市消防署

日光市 日光市消防本部 日光消防署

大田原市 那須地区消防組合 大田原消防署

那須塩原市 那須地区消防組合 黒磯消防署

茨城県 土浦市 日立製作所 土浦工場 自衛消防隊(10本用)

石岡市 石岡市消防本部 石岡消防署

千葉県 松戸市 松戸市消防局 大金平消防署

松戸市 松戸市消防局 八ケ崎消防署

柏市 柏市消防本部 東消防署 増尾分署

柏市 柏市消防本部 西部消防署 富勢分署

柏市 柏市消防本部 沼南消防署 手賀分署

柏市 柏市消防局 西部消防署 大室分署

白井町 印西地区消防組合 白井消防署

印西市 印西地区消防組合 牧ノ原分署

千葉市 千葉市消防局 花見川消防署

成田市 成田市消防本部 赤坂消防署

埼玉県 大宮市 さいたま市消防局 西消防署

三郷市 三郷市消防本部 三郷消防署

吉川市 吉川 松伏消防本部 吉川消防署

与野市 さいたま市消防局 中央消防署

鴻巣市 県央広域消防本部 鴻巣消防署

秩父市 秩父消防本部 秩父消防署

草加市 草加市消防本部 北消防署

神奈川県 藤沢市 藤沢市消防本部 南消防署

藤沢市消防本部 南消防署 村岡出張所

横浜市 日石三菱石油精製㈱ 根岸精油所 自衛消防隊用

新潟県 柏崎市 柏崎地区消防本部 柏崎市消防団 消防署 2019年更新事業

白根市 白根市消防本部 白根消防署 現：新潟市消防局

弥彦村 燕・弥彦消防本部 弥彦消防署

十日町市 十日町市消防組合 十日町市消防署

長野県 原村 諏訪広域消防本部 原 消防署

長門町 上田地域広域連合 依田窪南部消防署
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山梨県 笛吹市 笛吹市消防本部 笛吹市消防署

南アルプス市 南アルプス市消防本部 南アルプス消防署

静岡県 沼津市 沼津市消防本部 南消防署

沼津市消防本部 北消防署

駿東伊豆消防組合 北消防署 原分署

愛知県 名古屋市 名古屋市消防局 緑消防署 鳴海出張所

名古屋市消防局 南消防署 大江出張所

名古屋市消防局 中村消防署

名古屋市消防局 昭和消防署

名古屋市消防局 昭和消防署 八事出張所

名古屋市消防局 熱田消防署 船方出張所

名古屋市消防局 中消防署

富山県 砺波市 砺波広域圏消防本部 砺波消防署

立山町 立山町消防本部 立山消防署 団活性化事業

福井県 福井市 福井市消防局 南消防署

大阪府 藤井寺市 柏原羽曳野藤井寺 藤井寺消防署 防火服用

吹田市 吹田市消防本部 西消防署

兵庫県 西宮市 西宮市消防局 西宮消防署 西宮浜消防出張所

広島県 江田島町 江能広域消防本部 音戸消防署 現：呉市消防局

広島市 広島市消防局 西消防署

広島市 広島市消防局 西消防署 庚午出張所

広島市 広島市消防局 西消防署 三篠出張所

広島市 広島市消防局 南消防署 宇品出張所

広島市 広島市消防局 佐伯消防署 湯来出張所

広島市 広島市消防局 南消防署

広島市 広島市消防局 安佐北消防署 可部出張所

広島市 広島市消防局 中消防署 江波出張所

徳島県 阿南市 阿南市消防本部 阿南消防署 １署に２台設置

松茂町 板野東部消防本部

大分県 新日鉄住金㈱ 大分製鉄所


