
向 日 市 6 ヘルメット66個、操法DVD7枚、BDプレーヤー（詰所）6台、子ども用防火服一式3セット

長 岡 京 市 5 デジタル簡易無線機11台、スピーカーマイク11個、充電池11個、ケース11個、急速充電器6個

大 山 崎 町 3 視察研修用バス借り上げ

宇 治 市 6

簡易テント4基、詰所改修（床・腰壁改修、グレーチング整備）、ポンプ中継弁3個、脚絆5個、クリア
フォルダ（A3・A4）10枚ずつ、記録用CD1枚、バックパック34個、懐中電灯4個、Ｔシャツ75枚（プリ
ント込）、活動用手袋75双、ストーブ（詰所）2台、扇風機2個、シュレッダー1個、チューナー1台、マ
イク2本、投光器3台、活動靴32足

城 陽 市 6 防火衣一式23着（防火衣、防火帽、しころ、ベルト）、編み上げ靴10足

久 御 山 町 3 Ｔシャツ300枚（プリント込）、ポロシャツ15枚（プリント込）、簡易テント1基、脚絆24個、警笛20個

八 幡 市 4 防寒着138着、LEDライト30個

京 田 辺 市 5
防寒着50着（プリント込み）、Tシャツ100枚（プリント込み）、操法用水槽3個（フレーム付き）、ヘッド
ライト60個、簡易テント2基

井 手 町 2 投光器1台、ホースブリッジ5個7、漏水防止バンド13枚

宇 治 田 原 町 2 小型ポンプ1台

木 津 川 市 9 はっぴ140着、Tシャツ300枚

笠 置 町 2 活動用手袋95双

和 束 町 5 レインウェア136着（プリント込）

精 華 町 4 防火衣一式（防火衣（プリント込）、防火帽、しころ、手袋、ベルト）13着

南 山 城 村 2 活動用ベスト9着、救助用ボート一艘、ライフジャケット15着、メガホン1個、簡易テント1基

亀岡市 20
防火手袋64双、ヘッドライト246個、レインウェア85着、防塵ゴーグル56個、LEDライト4個、消防用
ホース123本、操法用吸管1本

本団・女性分団 LEDライト23個

園部支団
バス借り上げ費、レインウェア14着、防寒着60着、ベルト3本、活動用手袋22双、ヘッドライト21
個、チェーンソー1台、シリコンバンド5個、ハンディライト4個、ホース収納バッグ3個、投光器7個
（ハンドル1個）

八木支団

支団広報紙3750部、Tシャツ20着、昼食代28食、防寒着9着、パソコン（ソフトウェア込み）、デジタ
ルカメラ（ケース込み）1台、SDカード1個、反射ベスト18着、誘導棒18本、赤白旗1本ずつ、ガソリ
ン1缶、防火帽18個、しころ18個、防火衣18着、第2分団携帯型無線機一式（本体、バッテリー、充
電器、充電用アダプター、ストラップ）5セット、固定局無線機一式（本体、卓上安定化電源装置、ア
ンテナ、ケーブル、設置工事費、設定費）1セット、操法用ホース8本、第5分団携帯型無線機1台、
マイクロホン2個、大容量バッテリー6個、登録費用

日吉支団 レインウェア65着、単口引上式スタンドパイプ5本、消防用ホース33本、両肩吊バンド1個

美山支団
ホース9本、ホース巻き取り機1台、メガホン1個、提灯1個、簡易テント1基、イス16脚、長机4脚、加
重プレート4個、のぼり旗100枚、投光器13台、発電機1台、三脚3個、長靴55足、防寒着1着

京丹波町 16 投光器47台、コードリール47個、発電機41台

綾 部 市 12 収納バッグ961個、拡声器54個、投光器3台、ミストファン26台

本団 ヘッドライト7個

ﾌｧｲﾔｰｴﾝｼﾞｪﾙｽ
カラーガード隊

Tシャツ9枚、ブーツケース16個、脱臭剤16個、三脚ケース2台

ﾌｧｲﾔｰｴﾝｼﾞｪﾙｽ
ﾌｧｲﾔｰｶﾞｰﾄﾞ隊

DVDプレーヤー1台、ケース1個

三和支所消防隊 ポンプ1台、ホース1本

夜久野支所消防隊 高圧洗浄機1台

大江支所消防隊 ウォータージャグ2個、リヤカー2台

中央分団 ヘッドライト24個、LEDライト6個、ポスタ－フレーム6枚

大正分団 ホース巻き取り機3台、救急セット3個、エアーコンプレッサー1台（ホース等込）

雀部分団
パソコン1台、複合機1台、デジタルカメラ3台、名札50個、ネームランド1台、ネームランドテープ4
個、操法用ゼッケン1セット

庵我分団
のぼり旗20枚（補強縫い、ポール込）、単管資材・折半屋根材・組立費・資材運搬費一式、投光器
2台（三脚込）

修斉分団
下駄箱1台、すのこ1台、冷蔵庫（詰所）1台、ストーブ（詰所）1台、ケトル1個、チェーンソー1台、長
椅子10脚

西中分団
パソコン6台、USBメモリー6個、プリンター6台、プリンタインク6個、プリンター用USBケーブル6本、
コピー用紙10束、DVDドライブ1台、ビデオカメラ1台、メモリーカード1個、ラミネーター1台、ラミネー
ターフィルム1束、編み上げ靴2足

下川分団 冷蔵庫（詰所）1台、訓練用消火器6本、懐中電灯14個

平成29年度 わがまちの消防団強化交付金(分団等地域単位事業）　事業実績一覧

福知山市

南 丹 市

整備内容
分団名又は分団数

（本団は別）
市区町村名
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平成29年度 わがまちの消防団強化交付金(分団等地域単位事業）　事業実績一覧

整備内容
分団名又は分団数

（本団は別）
市区町村名

上豊分団
合羽3着（プリント込み）、ヘッドライト3個、プリンターインク5個、ストーブ（詰所）1台、のぼり旗30本
（ポール込み）、看板3枚、パソコン1台、キーボード1個、パソコン用ペン1本

上六分団
無線機ホルダー8個、ヘッドライト18個、ヘッドライト用ベルトグリップ17個、発電機1台、充電ケーブ
ル1本

中六分団 投光器1台、草刈り機2台、ベンチ20脚、クーラーボックス3個

下六分団 パソコン1台、タブレット1台、キーボード1台（カバー付き）、タブレット用ペン1本、冷蔵庫（詰所）1台

上川分団
パソコン1台（導入経費込み）、増設メモリー1個、ディスプレイ1台、簡易テント2基、雨合羽10着
（反射加工込み）、火災予防運動看板4枚、広報紙1600枚

金谷分団 ヘッドライト58個、防火啓発旗2種類（計52本）

トランシーバー15台、スピーカーマイク13個、騒音対策イヤホン等2台

（変更申請による追加）
訓練用消火器3本

小　　計

金山分団 トランシーバー15台、スピーカーマイク15個、のぼり旗25本（ポール込み、名入れ込）、拡声器4個

雲原分団 高圧洗浄機1台、エアーコンプレッサー1台

佐賀分団 投光器1台

菟原分団 プリンター1台、ストーブ2（詰所）台、エアコン1台（工事費込み）、簡易テント1基、テント用重り4個

細見分団 半長靴95足

川合分団 LEDライト3個、充電池（充電器込み）3個、長椅子10脚、草刈り機3台、ガソリン携行缶3缶

上夜久野分団 簡易テント2基、テント用重り8個、投光器9台、レインウェア11着、ヘルメットホルダー5個

中夜久野分団
のぼり旗20本（ポール込み）、机4台、パイプイス4セット（6脚1セット）、レジャーチェア30脚、ワーク
ライト15個、安全ベスト18枚、誘導灯15本

下夜久野分団 看板2枚（加工等込み）、机2台、イス10脚、衣装ケース4個

河守分団
ホース3本、ジェットシューター4個、除雪用スコップ12個、スノーダンプ4台、電子レンジ（詰所）1
台、脚立1脚、高圧洗浄機1台

河守上分団 水槽1台、ラインカー2台、訓練旗3枚

河西分団 ホース巻き取り機1台、操法用ゼッケン1セット、ラインカー1台、ヘッドライト36個

河東分団 ヘッドライト10個、ベンチ2脚、複写機1台、洗浄用ホース30m（巻き取り器込み）

有路上分団 エアコン1台（工事費込み）

有路下分団 Tシャツ44枚、ヘッドライト8個、ヘルメットバンド12個、のぼり旗（ポール込み）1本

東 防寒着（プリント込み）38着

中 Tシャツ（プリント込み）25枚、ヘッドライト25個

南 防寒着（プリント込み）25着

与保呂 防火衣一式（防火衣、防火帽、しころ、ベルト、防火長靴）3着、活動用手袋20双、テレビ（詰所）1台

祖母谷 防火衣1着、ベルト1本、防火長靴10足、Tシャツ（プリント込み）30枚

志楽 防寒着（プリント込み）29着、Tシャツ（プリント込み）10枚

朝来 活動用手袋49双、デジタルカメラ1台、ビデオカメラ1台、三脚1脚

東大浦 レインウェア87着

西大浦 ホース30本

西 編み上げ靴34足

余内 発電機1台、投光器2台（設置費込み）

池内 Tシャツ（プリント等込み）60枚、レインウェア18着

中筋 ホース6本

高野 編み上げ靴40足

四所 簡易テント1基、のぼり旗50枚、のぼりポール30本、防寒着7着、ホース巻き取り機1台

岡田上 編み上げ靴53足

岡田中 投光器3台、ウェーダ―3着

岡田下 編み上げ靴62足

八雲
高圧洗浄機（延長ホース込み）1台、オイルレスコンプレッサー1台、ツールセット1個、のぼりポー
ル200本、活動用手袋50双

神崎 懐中電灯39個、防災ラジオ39個

宮 津 市 7
投光器1台、充電器等2個、トランシーバー5台、活動用手袋98双、LEDライト14個、ヘッドライト50
個、レインウェア65着、防寒着49着、ホース巻き取り機8台、距離測定器2台、墨出し器2台、誘導
棒4本、メガホン2個、

福知山市

舞鶴市

三岳分団
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平成29年度 わがまちの消防団強化交付金(分団等地域単位事業）　事業実績一覧

整備内容
分団名又は分団数

（本団は別）
市区町村名

伊 根 町 2

防火衣1着、防火長靴8足、防火帽（しころ込み）9個、防火手袋3双、ホース5本、吸水管1本、ちり
よけかご1個、消火器（詰所）1本、レインウェア8着、ヘルメット18個、ヘッドライト2個、横旗1本、ト
ランシーバー3台、水利目印ポール50本、除雪用スコップ3個、防火看板30枚、のぼり旗（ポール
込み）20枚

与 謝 野 町 12 消防車両運転免許（中型免許）取得3名、ジャケット360着、Tシャツ100枚、編み上げ靴28足

京 丹 後 市 25 ヘッドライト819個、女性消防団員制服(上衣、スカート、制帽、パンプス）8着、防火衣108着

本部 バックパック7個

上賀茂分団 リヤカー1台、投光器1台、表彰旗用額1枚

柊野分団 エアコン1台（工事費込み）

大宮分団
トランシーバー3台（送料含む）、ハードケース3個、電池ケース3個、充電器2個、急速充電器3個、
スピーカーマイク3個、ストラップ3本

鷹峯分団 各ライト32個（ランタン、ミニライト、懐中電灯）、誘導棒30本、メガホン2個

衣笠分団 トランシーバー5台、マイク5台、電池ケース2個、アンテナ5個

金閣分団 トランシーバー2台、マイク4個、電池ケース1個、アンテナ5個

大将軍分団 エアコン1台（工事費込み）

待鳳分団 エアコン1台（工事費込み）

紫竹分団 ヘッドライト15個

鳳徳分団 短靴24足

元町分団 空気清浄機（詰所）1台、電池充電器1個

楽只分団 防火啓発ポスター（デザイン込み）A3版500枚、A4版2000枚

柏野分団 プリンタ-インク3個、合図灯20本、ワークライト10本

紫野分団 テレビ１台（アンテナ、ケーブル、分配器、工事費込み）

紫明分団 Tシャツ16枚、インナーシャツ16着

出雲路分団 インナーシャツ（長袖・半袖）12着ずつ、インナータイツ12枚

中川分団 空気清浄機（詰所）、掃除機（詰所）1台、充電ケーブル等8本

小野郷分団 発電機1台

雲ヶ畑分団 表彰旗用額（加工費込み）

応急救護分団 インナーシャツ8着、インナータイツ4枚

機甲分団 （申請なし）

本部 （本団としての申請なし）

成逸分団 バックパック14個、グローブホルダー14個、無線ホルスター2個

室町分団
活動用靴下25足、防寒インナー25着、ヘッドライト4個、ホース固定バンド6個、ホース巻き取り機1
台、消火器2個

乾隆分団
グローブホルダー20個、メガホン2個、ハンディライト4個、ホース固定バンド3個、三角コーン10
個、コーンバー8本、水道ホース1個、バッテリー1個、ヘッドマイクセット2個

西陣分団 デジタルカメラ1台、LEDライト5個、油圧式ジャッキ1台、訓練用消火器2個

桃薗分団 冷蔵庫（詰所）1台

小川分団 イス13脚、机1脚、ストーブ（詰所）1台、誘導棒7本

翔鸞分団 インナータイツ16枚

嘉楽分団 活動用シューズ20足、電池20個

正親分団 バックパック16個

仁和分団 インナーシャツ12着、フェイスウォーマー12枚

出水分団 ヘッドライト10個、懐中電灯5個、ストカゴセット1個、簡易テント1基、トナーカートリッジ1個

京極分団 バックパック22個

中立分団 ランタン20個

聚楽分団 エアコン（詰所）1台（設置費込）

待賢分団 簡易テント2基

滋野分団 掃除機（詰所）1台

春日分団 防寒着13着

応急救護分団 折り畳み台1個、ツールセット1個

本部 防塵ゴーグル用ベルト5個

新洞分団 短靴23足

川東分団 収納バッグ10個、バックパック10個、ストーブ（詰所）1台

岡崎分団 パソコン1台、ホワイトボード1台

聖護院分団 ヘッドライト20個

吉田分団 収納バッグ22個

左京

上京

北
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平成29年度 わがまちの消防団強化交付金(分団等地域単位事業）　事業実績一覧

整備内容
分団名又は分団数

（本団は別）
市区町村名

東山分団 短靴17足

浄楽分団 バックパック21個

北白川分団 看板30枚

養正分団 テレビ（詰所）1台、DVDプレーヤー（詰所）1台

養徳分団 インナーシャツ15着、インナータイツ15枚

修学院第二分団 収納バッグ18個、防災ラジオ1個

葵分団 メガホン4個、ウエストバッグ4個、ヘッドライト4個

下鴨分団 ジャンバー30着

松ヶ崎分団 携帯型簡易無線機（付属品込み）2式、電池2個、急速充電器2個、スピーカーマイク2個

修学院分団 短靴40足

上高野分団 詰所洗面所新設工事、詰所風除衝立設置工事

岩倉南分団 合鍵作成15個、団員募集タオル100枚

明徳分団 短靴25足、バックパック25個

岩倉北分団
テレビ（詰所）1台、冷蔵庫（詰所）1台、掃除機（詰所）1台、掃除機用紙パック1セット、BDプレー
ヤー（詰所）1台、ケトル1個、シーリングライト1台（ボディ込み）、電球2個、電池7個

八瀬分団 掃除機（詰所）1台、エアコン1台（工事費込み）

大原分団 LEDライト35個、チェーンソー1台、整理棚1台（工事費込み）

静原分団 畳12畳（表替え）（清掃費込み）

市原野分団 チェーンソー1台、チェーンソー用オイル、替刃1枚

鞍馬分団 山岳用シューズ23足

花背分団 ホース巻き取り機2台、懐中電灯1個、啓発用掲示板1枚（送料含む）

久多分団 ヘッドライト17個、ホース巻き取り機1台

広河原分団 投光器2台

応急救護分団 バックパック5個

機甲分団 金テコ13本、スコップ13本、マグネットシート13枚

本部
子ども用防火衣等（防火衣、防火帽、活動服、活動帽）3セット
　※立誠分団、朱雀第七分団、機甲分団、応急救護分団の団員数を包括で申請

梅屋分団 啓発カレンダー100部、シュレッダー1台、シュレッダー用ゴミ袋1個（100枚入り）

竹間分団 装備用フック22個、バックパック22個、防災毛布（10枚セット）1セット

富有分団 防寒タイツ17着

教業分団 グローブホルダー16個、ラック2台、整理棚5台（工事費込み）

城巽分団 ショルダーメガホン1台、ヘッドライト13個、ヘルメットホルダー13個

龍池分団 フードインコート18着（プリント込み）

初音分団 冷蔵庫（詰所）1台、ラック2台

柳池分団 ウエストバッグ13個、グローブホルダー13個

銅駝分団 スマートフォンポケット16個、ポーチ16個、活動用靴下（3足組）16足

乾分団 装備品収納物置、備蓄水180本

本能分団 短靴20足

明倫分団 冷蔵庫（詰所）1台

日彰分団 防火イベント開催経費

生祥分団 スケジュールボード1枚、掃除機（詰所）1台

立誠分団 ※本団申請分に包括

朱雀第一分団 ホワイトボード1台、マグネットシート1セット、マーカー17本

朱雀第二分団 プロジェクター1台、反射ベスト17着、ホワイトボード1台

朱雀第三分団 ポロシャツ16枚（プリント等込み）

朱雀第四分団 エアコン1台（工事費等込み）

朱雀第五分団 ホース巻き取り機1台、ホース固定ベルト5個、グローブホルダー18個、イス8脚

朱雀第六分団 広報看板（詰所前）の設置

朱雀第七分団 ※本団申請分に包括

朱雀第八分団 簡易テント1基、リヤカー1台、啓発カレンダー100部

機甲分団 ※本団申請分に包括

応急救護分団 ※本団申請分に包括

本部 ハンガーラック2台、ヘッドライト5個

粟田分団 グローブホルダー20個、バイザーライト20個、活動用手袋20双、操法吸管枕木1個

有済分団 プロジェクター、スクリーン、ケーブル

弥栄分団 短靴10足

新道分団 メガホン2個、拍子木3個

東山

中京

左京
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平成29年度 わがまちの消防団強化交付金(分団等地域単位事業）　事業実績一覧

整備内容
分団名又は分団数

（本団は別）
市区町村名

清水分団 懐中電灯15個

六原分団 懐中電灯12個、乾電池38個

貞教分団 短靴10足

修道分団 ビデオカメラ1台、BDプレーヤー1台、ホース巻き取り機1台、グローブホルダー17個

今熊野分団 プロジェクター1台

一橋分団 拡声器1個、BDプレーヤー（詰所）1台、シュレッダー1台

月輪分団 複写機1台、ホース巻き取り器1台、LEDライト1個

応急救護分団 活動用シューズ5足

13分団＋機甲分団 ヘッドライト252個、誘導灯252本、シリコンバンド252本、操法用ゼッケン1セット

応急救護分団 レインスーツ4着

本部 懐中電灯5個

郁文分団 バックパック13個、ホース固定バンド3個

格致分団 装備品収納バック14個

成徳分団 冷蔵庫（詰所）

豊園分団 非常食240食

開智分団 収納バッグ5個、ネックウォーマー11個

永松分団 エリアライト（簡易投光器）3個、エリアライト用三脚3個、ホース固定バンド3個

淳風分団 装備品収納物置（土台及び設置費等含む）

醒泉分団 非常時持出セット（2セット）、短靴1足、操法用機材

修徳分団 シャッター塗装、短靴1足、懐中電灯3個、充電池6個、電池充電器1個

有隣分団 啓発カレンダー1000部

植柳分団
チェーンソー1台（送料込み）、ソーチェン4個、防護服（ジャケット、ズボン）1着、チェーンソー用オ
イル（エンジン用、チェーン用）1個ずつ、チェーンソー用ヤスリ（2種類）6個ずつ、デプスゲージジョ
インター1個

尚徳分団 インナーシャツ19着、Tシャツ19枚、ホース固定バンド3個

稚松分団
装備品収納バック4個、誘導灯5本、ブザー付き誘導灯2本、緊急トイレ10個、緊急用ブランケット4
枚、LED回転灯1個

菊浜分団 短靴4足、活動用手袋16双

安寧分団 コンロ（詰所）1台

皆山分団 ホース巻き取り機1台、ホース固定バンド3個、インナーシャツ16着、操法用ゼッケン1セット

梅逕分団 給湯器（詰所）1台（設置費等込み）

大内分団 啓発グッズ（2種類）900個ずつ　　　※西大路分団の団員数を包括で申請

光徳分団 メガホン3個、ホース巻き取り機1台

七条分団 バックパック2個、ホース固定バンド3個、誘導棒5本、誘導棒ホルダー5個

七条第三分団 啓発クリアファイル1000枚

崇仁分団 バックパック8個、懐中電灯4個

西大路分団 ※大内分団申請分に包括

応急救護分団 バックパック6個

機甲分団 活動用手袋4双

本部 のぼり旗10枚（ポール込み、送料込み）

カラーガード隊 演技用フラッグ10本

山王分団 照明器具（詰所）2台（取付工事費等込み）

陶化分団 ストーブ（詰所）１台、短靴6足

東和分団 装備品収納物置

弘道分団 懐中電灯14個、充電池・電池充電器セット14個

九条分団 啓発用掲示板1枚（取付工事費等含む）

塔南分団 Tシャツ34枚（プリント代込み）、短靴1足

南大内分団 給湯器（詰所）1台（設置費等込み）

南梅逕分団 ストーブ（詰所）1台、照明器具（詰所）2台（取付工事費込み）

唐橋分団 テレビ（詰所）1台（取付工事費等込み）

上鳥羽分団
ストーブ（詰所）1台、ストーブ用キャスター1個、コンロ（持ち運び可能型）1セット、簡易テント1基、
誘導棒10本、懐中電灯10個、電池12個

吉祥院分団 簡易テント1基（名入れ込み）、ラジオカセットレコーダー3台、電池3個、常備薬等一式

久世分団 消火器（詰所）50本

応急救護分団 脈拍測定器2台、血圧計2台

機甲分団 ワークライト9個

本部 ホース巻き取り機1台、インナーシャツ8着、インナータイツ8枚、バックパック1個、収納バッグ1個

花園分団 収納ロッカー3台

御室分団 Tシャツ20着、メガホン（ストラップ込み）1個、誘導灯ホルダー5個

宇多野分団 グローブホルダー21個、ヘッドライト21個、ヘッドライト用ベルトグリップ21個

安井分団 バックパック16個

山ノ内分団 ジャケット21着（プリント込み）

西院第一分団 メガホン2個、誘導棒5本、LEDライト22本、ネックライト11本

右京

南

下京

山科

東山
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平成29年度 わがまちの消防団強化交付金(分団等地域単位事業）　事業実績一覧

整備内容
分団名又は分団数

（本団は別）
市区町村名

西院第二分団 収納バッグ2個、メガホン1個、応急手当て用ハサミ2本、パソコン（詰所）1台

太秦分団 制服用シャツ22着、誘導棒ホルダー22個

南太秦分団 Tシャツ11枚（プリント込み）

常磐野分団 ホース巻き取り機1台、誘導棒ホルダー8個、グローブホルダー8個

嵯峨野分団 ラベルライター1台、電動のこぎり1台、バッテリー充電器1個、訓練用消火器2本

梅津分団 バックパック22個、ワッペン22個

西京極分団 イス30脚

葛野分団 啓発用掲示板1枚（取付工事費込み）、拡声器2台

嵯峨分団 ビデオカメラ1台、椅子10脚、訓練用消火器5基、ホース巻き取り機1台

高雄分団 プロジェクター1台、スクリーン1台

水尾分団 （申請なし）

愛宕分団 投光器（小型）21個

黒田分団 バッテリー充電器1個、高圧洗浄機1台、クーラーボックス1個、短靴5足

山国分団
チェーンソー4台、ヘッドライト10個、無線機等収納ベスト8着、ホース固定ベルト6本、
短靴5足

弓削分団
トランシーバー10台、トランシーバー用マイク10個、ヘッドライト10個、腕時計8個、リヤカー2台、誘
導棒8本、懐中電灯8個

周山分団 ホース巻き取り機1台、トイレ改修工事一式

細野分団 高圧洗浄機1台、トランシーバー（スピーカー等込）5基

宇津分団 ボトルポーチ20個、ヘッドライト4個、ランタン3個、プリンターインク4個

応急救護分団 バックパック7個

機甲分団 （申請なし）

本部 バックパック5個

嵐山東分団 運動靴15足

松尾分団 活動用ライト21台

松陽分団 装備品収納バック16個、ラミネーター1台、ラミネートフィルム2個

桂川分団 Tシャツ（半袖、長袖）15枚ずつ（プリント等込み）

桂分団 懐中電灯12個

桂東分団 掃除機（詰所）1台、冷蔵庫（詰所）1台

川岡分団 バックパック11個、キューマスク11個

川岡東分団 ヘッドライト13個、高圧洗浄機1台

樫原分団 テレビ（詰所）1台

大枝分団 空気清浄機（詰所）2台、コードリール2個、コンプレッサー1台、LEDライト3個

桂坂分団 運動靴20足

新林分団 エアーコンプレッサー1台

昼食（飲料含む）84食、電子レンジ（詰所）1台、掃除機（詰所）1台、テレビ1台

充電器1個、Tシャツ10枚

桂徳分団 看板1枚

福西分団 机、イス、カーペット等

応急救護分団 運動靴6足

機甲分団 収納バッグ5個

本部 短靴5足

稲荷分団 防火啓発タオル500枚、駐車防止ポール1本

砂川分団 非常食22セット、備蓄飲料水1セット

深草分団 短靴12足

藤ノ森分団 掃除機（詰所）1台、非常食

竹田分団 空気清浄機（詰所）1台

住吉分団 非常食36セット、備蓄飲料水

板橋分団
Tシャツ（長袖）23枚、ホース巻き取り機1台、ヘッドライト1個、ツールセット1個、プリンター用インク
3個、消火器2個

ホース巻き取り機1台

とび口カバー3個、バックパック9個、誘導棒ホルダー10個、グローブホルダー16個

桃山分団 折りたたみ椅子20脚

下鳥羽分団
救助用工具一式、運搬用カート1台、ホース巻き取り機1台、ホース固定バンド3個、靴クリーム3
個、靴用ブラシ3個、消臭パウダー1個

向島分団 Tシャツ24枚、誘導棒6本、短靴3足

伏見

西京

右京

大原野分団

南浜分団
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平成29年度 わがまちの消防団強化交付金(分団等地域単位事業）　事業実績一覧

整備内容
分団名又は分団数

（本団は別）
市区町村名

クリアファイル200枚

（変更申請による追加）
ホース巻き取り機2台、ホース固定バンド3個、運搬用カート1台、扇風機2台、簡易寝袋4個、ホ
イッスル30個、非常食セット

クリアファイル200枚

投光器5台、ホース巻き取り機1台、LEDライト3個

タオル390枚、クリアファイル200枚

非常食一式、タオル120枚

クリアファイル200枚

ストーブ（詰所）1台、電気ケトル1個、畳12畳（表替え）

クリアファイル200枚

チェーンソー1台、草刈機（付属品込み）1台

横大路分団 バックパック11個

納所分団 短靴30足

久我分団 ヘッドライト35個

羽束師分団 グルーブホルダー30個、非常食セット

淀分団
ランタン8個、投光器16台、投光器スタンド8脚、簡易テント8基、拍子木8個、緊急簡易トイレ70個、
防火用バケツ10個、ウエストバッグ3個

応急救護分団 収納バッグ8個

伏見

醍醐池田分団

醍醐分団

春日野分団

日野分団

小栗栖分団
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