
平成26年度 わがまちの消防団強化交付金（団員数×5000円）交付状況

活動・取組 内容

向 日 市 6 消防団の活動環境の改善 編上安全靴150足

長 岡 京 市 5
消防団の活動環境の改善 幹部職章、手袋、マスク、防水メガホン、横断幕、

Tシャツ、カーナビ一式、

大 山 崎 町 3 視察研修 バス借上費

八 幡 市 4
雨天時における消防団活動
の実施

雨衣93着

京 田 辺 市 5
消防団の活動環境の改善 ジャンバー23着、Tシャツ46着、ホースブリッジ10

セット、ベスト8着、安全ベスト60着

井 手 町 2 消防団の活動環境の改善 雨衣135着

宇 治 市 6
消防団の活動環境の改善 Tシャツ等、長靴35足、手袋等、発電機1台、投光

器1台、三脚1台、活動靴32足

城 陽 市 6 消防団の活動環境の改善 消防靴10足、安全靴265足
久 御 山 町 3 消防団の活動環境の改善 操法ホース6本

消防団の訓練等 マルチパネル1箱、テント1個、テント用加重プレー
ト6個、手袋118双、ヘルメット10個、パソコン1台

宇 治 田 原 町 2 冬季警戒活動 ジャンパー85着
精 華 町 4 消防団の活動環境の改善 防寒着139着
木 津 川 市 9 消防団への安全対策 安全靴739足
笠 置 町 2 消防団の活動環境の改善 詰所修繕費等

和 束 町 4
出動及び訓練等の活動環境
の改善

活動服上衣８７着
活動服ズボン８７着
ベルト８７着南 山 城 村 2 消防団の活動環境の改善 防寒服73着

亀 岡 市 20 消防団への安全対策 防火服63着
消防団への安全対策 ヘッドライト13個、手袋3双

南 丹 市 日吉支団

操法大会の実施、安全装備
品の配備及び消防団員の安
全確保等

【操法大会の実施】
操法大会開催費（操法実施運動場整備費、ライン
引き用等消石灰6袋、表彰盾等）

八木支団

消防団の活動環境の改善 詰所修繕費、リュックサック等、消防車両用旗7
枚、防寒着等、レインコート28着、ヘッドライト一
式、手袋4組、操法用シューズ4足、訓練用消石灰
3袋、長靴10足、訓練時弁当37個、インク2個、
ホース巻取器1台、防火衣2着、投光器1台、広報
誌発行費等、レインスーツ82着、吸管バンド1式、
伸縮コーン18個、スタンドパイプ2本、誘導灯12
本、水利標識版20枚、LEDヘッドライト10個、ヘル
メット用グリップ45個、安全チョッキ12枚

園部支団

消防団の活動環境の改善 手袋等、立入禁止テープ3巻、コーン7台、作業用
ベルト5本、ヘッドライト5個、雨衣等、ジャンパー12
着、消防用ホース2本、ホース巻取器、低水位スト
レーナー等

美山支団
消防団の活動環境の改善 防寒着2着、防水防寒スーツ63着、長靴115足、

ゼッケン、手袋26双、脚絆109双、弁当代46個、詰
所修繕費

京 丹 波 町 16
訓練の実施等 トランシーバーセット109個、簡易水槽4台、雨合羽

37着、ヘッドランプ36個

福 知 山 市
三和支所消防
隊

毎月1回の初期消火訓練の
実施

消火器３本

下夜久野分団
消防団の活動環境の改善及
び地域住民への消防団活動
の理解促進

防寒ジャンパー4着、合羽31着、Ｔシャツ4着、革手
袋5双、ＤＶＤ1本、ハンドマイク1本、名札等、会議
資料作成用品、ポット1個金谷分団 消防団の活動環境の改善 バルーンライト1台、発電機1台

大江支所消防
隊

消防団の活動環境の改善 雨合羽10着、革手袋10双

有路上分団
消防団の活動環境の改善 トランシーバー4台、ヘッドライト11台、高圧洗浄機

1台、エアコン等
レイニーメガホン2台等

上豊分団
消防団の活動環境の改善 高圧洗浄機3台、エアコンプレッサー2台、ホース

巻取機3台
ビデオカメラ等、エアコン1台、パソコン等、長靴

ホース2本、エアチェックガン2個、タイヤゲージ3
個、メガホン4台、Tシャツ40枚、手袋12双

西中分団
消防団の活動環境の改善 合羽等、長靴15足、手袋33双、高圧洗浄機5台、

タオル等、ブルーシート1枚

雲原分団 消防団の活動環境の改善 編み上げ靴44足
佐賀分団 消防団の活動環境の改善 照明器具等

消防団の活動環境の改善 テレビ等1台
雀部分団 消防団の活動環境の改善 雨合羽30着、ヘッドライト20台、石油ストーブ1台
団本部 消防団の活動環境の改善 編上靴7足
河守分団 消防団の活動環境の改善 雨合羽40着、ホワイトボードセット1式

事　業　の　主　な　内　容分団名
又は分団数

市区町村名
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雨合羽7着等

中夜久野分団
消防団の活動環境の改善 雨合羽15着、スコップ6個、パソコン1台、プリン

ター1台、広報関係印刷費

中六分団 消防団の活動環境の改善 詰所修繕費、雨合羽30枚
有路下分団 消防団の活動環境の改善 ラインカー1個、簡易テント1式、ホース巻取機2台

高圧洗浄機2台
細見分団 消防団の活動環境の改善 投光器等、LEDライト1台

上夜久野分団
消防団の活動環境の改善 発電機2台、キーボックス6個、作業灯8台、三脚ス

タンド4台

大正分団

消防団の活動環境の改善 電子レンジ1台、ガスコンロ1台、キッチンキャビ
ネット1個、キャビネット1台、ガスストーブ1個、調
理器具一式、投光器1台、ヘッドライト14個、収納
ケース1個、テレビ台等、物置一式、訓練まと

上六分団 消防団の活動環境の改善 雨合羽29着
河西分団 消防団の活動環境の改善 ナビゲーション一式2台、メガホン1台

幟旗一式
菟原分団 消防団の活動環境の改善 水利位置図、テレビ1台、物置1棟、足場台

下川分団
消防団の活動環境の改善 ホース巻取機3台、拡声器1個、ビデオカメラ1台、

デジタルカメラ1台、高圧洗浄機3台、ヘッドライト
20個

庵我分団
消防団の活動環境の改善 名札70個、靴10足、防火水槽枠、DVD作成費等、

土嚢保管箱、、砂、土嚢袋等200枚、消防団ブー
ス出展費、Tシャツ一式、テレビ1台
タオル70枚、版代、ポリ袋70枚、デザイン作成料

三岳分団 消防団の活動環境の改善 革手袋45双、ヘッドライト32個

ファイヤーエン
ジェルスカ
ラーガード隊

消防団の訓練等 パソコン1式、スピーカー1台、クーラーボックス1
個、保冷パック2個

河東分団 消防団の活動環境の改善 簡易テント2基、雨合羽20着
雨合羽10着

中央分団
消防団の活動環境の改善 投光器等12台、革手袋74双、パソコン1台、複合

機1台、トナー1個
メガホン6台

金山分団 消防団の活動環境の改善 投光器1台、発電機1台、高圧洗浄機2台

修斉分団
消防団の活動環境の改善 啓発看板1式、のぼり1式、座布団10枚、冷蔵庫1

台、ライト6個、弁当60個
啓発看板1式

上川分団
消防団の活動環境の改善 プリンタ1台、ヘッドライト30台、広報誌印刷費、火

災予防看板4枚、弁当65人分、Tシャツ5枚

夜久野支所消
防隊

消防団の活動環境の改善 電動コンクリートハンマー1台

河守上分団 消防団の活動環境の改善 アンテナ取付工事、テレビ1台、エアコン一式、冷
下六分団 消防団の活動環境の改善 活動服一式、ヘッドライト30個、エアコン一式
川合分団 消防団の活動環境の改善 Tシャツ50着、雨合羽34着

ファイヤーエン
ジェルスファイ
ヤーガード隊

消防団の活動環境の改善 デジタルカメラ1台、SDカード1枚、白手袋8双

舞 鶴 市 西 消防団の活動環境の改善 雨合羽36着
余内 消防団の活動環境の改善 空調設備一式
池内 消防団の活動環境の改善 LEDヘッドライト64個、LEDハンドライト10個
中筋 消防団の活動環境の改善 手袋40双、高圧洗浄機1台、LEDライト3個
高野 防火啓発、訓練等 「火の用心」旗一式、LEDヘッドライト11個、長靴12
四所 訓練、広報活動の実施 防寒衣51着

岡田上
消防団の活動環境の改善 長靴15足、手袋15双、Tシャツ19着、LED投光器1

基、冷蔵庫1台、資機材格納庫1台

岡田中 訓練、広報活動の実施 防寒着72着
岡田下 消防団の活動環境の改善 空調設備一式、冷蔵庫1台、調理器具1台、テレビ
八雲 消防団の活動環境の改善 Tシャツ110着、LEDハンドライト50個
神崎 訓練、広報活動の実施 防寒着43着

西大浦
操法訓練の実施等 操法ホース6本、投光器11台、拡声器11台、テント

22張

朝来
水防活動等の実施 レインウエア21着、メガホン1個、ユニット1個、ワイ

ヤレスマイク2本、スピーカースタンド1本

志楽 水防活動等の実施 レインウエア38着、Tシャツ一式
祖母谷 水防活動等の実施 合羽59着、革手袋

与保呂
水防活動等の実施 ライフジャケット15着、浮環3個、安全ベスト32着、

トランシーバー7台

中 防火啓発等の実施 幟旗一式、手袋32双
東 訓練の実施 操法ホース6本
東大浦 消防団の活動環境の改善 Tシャツ一式、ライト
南 消防団の活動環境の改善 ビデオカメラ1台、三脚1本、Tシャツ34着



活動・取組 内容

事　業　の　主　な　内　容分団名
又は分団数

市区町村名

綾 部 市 12 消防団の活動環境の改善 LEDライト900個、防寒衣37着、Tシャツ190着
宮 津 市 7 消防団の活動環境の改善 半長靴452着

与 謝 野 町 13
消防団の活動環境の改善 Tシャツ349着、ヘッドライト25個、ヘルメット用バン

ド等、消防水利図冊子、トランシーバー15台

伊 根 町 2 消防団の活動環境の改善 編み上げ靴156足

京 丹 後 市 25
消防団の活動環境の改善 雨衣874着、消防ラッパ10本、半長靴669足

京 都 市 北 区 紫野分団 地域の行事への参加 トランシーバー6台、スピーカーマイク6個
鳳徳分団 消防団員の確保 Ｔシャツ等25枚

誘導灯25本、携帯ライト12本

柏野分団
地元行事の警備等 トランシーバー5個、スピーカーマイク5個、イヤホ

ン2個

待鳳分団 消防団の活動環境の改善 幟旗一式、メガホン5基、LEDライト10個
大宮分団 消防団の活動環境の改善 テーブル1基、椅子6脚
金閣分団 消防団の活動環境の改善 シャツ22着
出雲路分団 消防団の活動環境の改善 詰所改修費等、センサーライト
大将軍分団 消防団の活動環境の改善 短靴20足
楽只分団 訓練の実施 鋳物コンロ1台、寸銅鍋1台、炊飯器1台
元町分団 消防団の活動環境の改善 テレビ1台、ホース巻取器1台
雲ヶ畑分団 消防団の活動環境の改善 広報板看板一式
上賀茂分団 消防団の活動環境の改善 投光器一式、メガホン、懐中電灯等、提灯一式

鷹峯分団
消防団の活動環境の改善 ビデオカメラ一式、スマートエマージェンシーボト

ル29本

紫明分団 消防団の活動環境の改善 防寒衣17着
中川分団 消防団の活動環境の改善 パソコン一式、プリンター1台、用紙
衣笠分団 消防団の活動環境の改善 防寒衣14着等
応急救護分団 消防団の活動環境の改善 インナーシャツ10枚
本団 消防団の活動環境の改善 非常用持出袋5個
柊野分団 消防団の活動環境の改善 パソコン等、普通紙
小野郷分団 消防団の活動環境の改善 長靴19足
紫竹分団 消防団の活動環境の改善 カーテン等

京都市上京区 桃薗分団 消防団の活動環境の改善 ビデオムービー、DVDレコーダー等のAV機器
仁和分団 広報活動の実施実施 掲示板改修費
翔鸞分団 防火啓発の実施 肌着上下13着、Tシャツ13着、防火バケツ4個
京極分団 消防団の活動環境の改善 LED照明器具10個、取付工事費
待賢分団 消防団の活動環境の改善 ビデオムービー1台、ナイトセーバー16個

西陣分団
消防団の活動環境の改善 棚、ホワイトボード1個、ビデオカメラ1個、拍子木

一式

乾隆分団 消防団の活動環境の改善 詰所改修費、パソコン1台

室町分団
消防団の活動環境の改善 バッグ16個、掃除機1台、空気入れ、クーラーボッ

クス1個、巻尺

滋野分団
消防団の活動環境の改善 石油ファンヒーター1台、電気ケルト1個、壁掛け時

計1個

嘉楽分団 消防団の活動環境の改善 バッグ18個、電気ポット1個
応急救護分団 消防団の活動環境の改善 教材用DVD2枚、DVDプレーヤ一式
正親分団 消防団の活動環境の改善 保存食セット17個、乾電池64個

出水分団
消防団の活動環境の改善 スタンドミラー、シュレッダー、ラミネーター機等、エ

マージェンシーボックス3個、保存食3個

春日分団 消防団の活動環境の改善 非常用持出セット14個

成逸分団
消防団の活動環境の改善 空気清浄機、ホルダーカバー等、コップ24個、LED

ヘッドライト4個

小川分団 消防団の活動環境の改善 帰宅難民非常用セット
聚楽分団 消防団の活動環境の改善 アルファ米等
中立分団 消防団の活動環境の改善 救急バッグセット20個、携帯トイレ200個

京都市左京区 岡崎分団 消防団の活動環境の改善 カーテン、トランシーバー5基
新洞分団 消防団の活動環境の改善 Tシャツ等
川東分団 消防団の活動環境の改善 広報用掲示板1個、机3台、椅子10脚
聖護院分団 消防団の活動環境の改善 Tシャツ
吉田分団 消防団の活動環境の改善 工具一式、排水用ポンプ
東山分団 消防団の活動環境の改善 長靴18足
浄楽分団 消防団の活動環境の改善 ラジオ20台
北白川分団 消防団の活動環境の改善 冷蔵庫等
養正分団 消防団の活動環境の改善 冷蔵庫等、Tシャツ11着
養徳分団 消防団の活動環境の改善 電池、充電器15セット
修学院第二 消防団の活動環境の改善 テレビ1台、DVD本体等、ライトホルダー10個
葵分団 消防団の活動環境の改善 冷暖房等

松ヶ崎分団
消防団の活動環境の改善 可搬式散水装置4基、消火器4基、ボトルクーラー

25個

修学院分団 消防団の活動環境の改善 チェーンソー3機、付属品一式
上高野分団 消防団の活動環境の改善 看板一式、LEDヘッドライト10台、電池30個
岩倉南分団 消防団の活動環境の改善 発電機2台
明徳分団 消防団の活動環境の改善 椅子18脚
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岩倉北分団 消防団の活動環境の改善 冷暖房本体一式
八瀬分団 消防団の活動環境の改善 冷蔵庫1台、空気清浄器1台

大原分団
消防団の活動環境の改善 複合プリンター1台、LED作業灯48基、地下足袋

（銅線入り）

静原分団 消防団の活動環境の改善 詰所修繕費
市原野分団 消防団の活動環境の改善 冷暖房機
鞍馬分団 消防団の活動環境の改善 靴45足
花背分団 消防団の活動環境の改善 照明器具一式、掲示板、ヘッドライト5基
久多分団 消防団の活動環境の改善 テレビ一式、冷蔵庫1台
広河原分団 消防団の活動環境の改善 無線2基
本団 消防団の活動環境の改善 ホース巻取器
応急救護分団 消防団の活動環境の改善 LEDライト5個
下鴨分団 消防団の活動環境の改善 ヘッドライト24個、電池及び充電器24セット

京都市中京区 城巽分団 地域への行事の参加 バッグ14個
朱雀第八分団 地域住民への防災指導の実 カメラ一式、プロジェクター等、
梅屋分団 救急講習の実施、広報活動 ＡＥＤトレーナー1セット、広報紙印刷費
竹間分団 広報活動、団員への教育 広報紙制作費、ホワイトボード、Ｔシャツ等

日彰分団
地域住民への防火指導の実
施

広報紙制作費、消防団ブース出展費、教材用花
火、保険代等

朱雀第三分団
地域住民との防火パトロール
の実施

拍子木13本、ＬＥＤ提灯6個

乾分団 夜間の巡回広報等 備蓄品、LED合図灯
応急救護分団 地域住民への救急啓発活動 インクカートリッジ12個

朱雀第二分団
防火・防災指導の実施 プロジェクタ-1台、スクリーン1台、レーザーポイン

ター1本

朱雀第四分団 消防団の活動環境の改善 ホワイトボード等
朱雀第五分団 消防団の活動環境の改善 エアコン一式
柳池分団 水害時対策 土嚢袋17セット
本部 消防団の活動環境の改善 LEDライト一式、コピー用紙
朱雀第六分団 地域住民への防災指導の実 プロジェクター1台、ビデオムービー1台
朱雀第七分団 消防団の活動環境の改善 ストーブ1台、詰所修繕費
銅駝分団 消防団の活動環境の改善 収納棚一式、ファンヒーター1台、トースター1台
立誠分団 消防団の活動環境の改善 テレビ1台、BDレコーダー1台
初音分団 地域行事への参加 土嚢60袋、エンジンカッター1台
冨有分団 消防団の活動環境の改善 アンダーシャツ20着
本能分団 非常時の備え アルファ米
教業分団 消防団の活動環境の改善 発電機1台、投光器2台、ゴーグル2個、革手袋3双
朱雀第一分団 防火啓発及び団員募集 看板補修等工事一式、掲示板一式
龍池分団 消防団の活動環境の改善 ライト20個、ラジオ20個
明倫分団 消防団の活動環境の改善 エアコン一式
生祥分団 消防団の活動環境の改善 冷蔵庫1台

京都市東山区 月輪分団 消防団の活動環境の改善 冷蔵庫1台、メガホン1個
今熊野分団 消防団の活動環境の改善 エアコン1台
本団 操法訓練の実施 ホース巻取機
弥栄分団 消防団の活動環境の実施 自転車1台
貞教分団 消防団の活動環境の改善 スチールロッカー5組
新道分団 消防団の活動環境の改善 エアコン1台
有済分団 消防団の活動環境の改善 BDレコーダー1台、ビデオカメラ1台、ケーブル1本
応急救護分団 救急指導の実施 屋内シューズ
六原分団 消防団の活動環境の改善 充電器等
一橋分団 消防団の活動環境の改善 ビデオカメラ一式、リモコン三脚、メモリカード1枚
修道分団 消防団の活動環境の改善 プリンター1台、ビデオカメラ1台、本棚1個

栗田分団
消防団の活動環境の改善 アルミライト3個、LEDランタン2個、誘導ライト10

本、誘導棒ホルダー20本、メガホン2個

清水分団 消防団の活動環境の改善 保管庫設置費
京都市山科区 13 夜間巡回警備等の実施 防風防寒ベスト230着、誘導棒ブラケット130本

応急救護分団 救急指導の実施 鞄4個
京都市下京区 郁文分団 消防団の活動環境の改善 ポーチ16個、ホース巻取機1台、ニーパッド4個

植柳分団 消防団の活動環境の改善 テレビ1台、ブルーレイ等、プリンター等
皆山分団 消防団の活動環境の改善 ビデオカメラ一式
光徳分団 消防団の活動環境の改善 棚等
淳風分団 消防団の活動環境の改善 物置等
修徳分団 消防団の活動環境の改善 ビデオカメラ等、メガホン2個
格致分団 消防団の活動環境の改善 ホースバンド4個、ホース巻取機1基、メガホン1個

崇仁分団
消防団の活動環境の改善 Tシャツ19着、活動資機材等、無線イヤホン1個、

飲料水

尚徳分団 消防団の活動環境の改善 テント6個、テーブルセット6個
醒泉分団 消防団の活動環境の改善 長袖シャツ13着、タイツ13着
菊浜分団 消防団の活動環境の改善 LEDライト16個

七条第三分団
消防団の活動環境の改善 スマートエマージェンシーボトル13個、ブランケット

13個、防寒着13着

開智分団 消防団の活動環境の改善 長袖シャツ11着
有隣分団 消防団活動のPR カレンダー作成費



活動・取組 内容

事　業　の　主　な　内　容分団名
又は分団数

市区町村名

豊園分団 消防団の活動環境の改善 Ｔシャツ等、ホース巻取器1台
西大路分団 消防団の活動環境の改善 テレビ1台、BDプレーヤー1台、AV機器等

梅逕分団
消防団の活動環境の改善 スタンドパイプ、バキューム、集塵機、高圧洗浄機

稚松分団
消防団の活動環境の改善 LEDヘッドライト5個、ゴーグル一式、エマージェン

シーバック1個、誘導棒2本、誘導棒ホルダー2個

永松分団 消防団の活動環境の改善 テレビ一式
本部 消防団の活動環境の改善 パンツ5着、Tシャツ5着
安寧分団 消防団の活動環境の改善 掃除機1台
成徳分団 消防団の活動環境の改善 LEDライト11個、マスク11個
応急救護分団 消防団の活動環境の改善 エイドキット6個

大内分団
消防団の活動環境の改善 アンダーウエア20着、シャツ20着、ホース巻取機

七条分団
消防団の活動環境の改善 ヘッドライト7個、マスク14個、LEDライト付きウエス

トバック7個

京 都 市 南 区 カラーガード 消防団の活動環境の改善 フラッグポール16本、帽子32個、グローブ16双
塔南分団 消防団の活動環境の改善 テレビ1台、プリンター1台、電子レンジ1台、架台
唐橋分団 消防団の活動環境の改善 ヘッドライト23個、鞄23個
陶化分団 消防団の活動環境の改善 テレビ1台
山王分団 消防団の活動環境の改善 テレビ1台
久世分団 消防団の活動環境の改善 LED携帯ライト50本、LEDキャップライト50個
本団 消防団の活動環境の改善 ヘッドライト5個、ヘッドライトクリップ5個
上鳥羽分団 消防団の活動環境の改善 携帯ライト25個、点滅ライト25個
南大内分団 消防団の活動環境の改善 Tシャツ14着、ホース巻取機
東和分団 消防団の活動環境の改善 集塵機一式等
九条分団 消防団の活動環境の改善 冷蔵庫、ファンヒーター
南梅逕分団 消防団の活動環境の改善 防災ラジオ11個
弘道分団 消防団の活動環境の改善 高圧洗浄機、換気扇、飲料器、点滅ライト

京都市右京区 梅津分団 防火指導等の実施 パソコン一式、プリンター1組
太秦分団 地域行事への参加 ブルゾン等20着
西院第一分団 消防団の活動環境の改善 詰所修繕費、ハンドマイク2個
西京極分団 災害時対策 避難袋セット19セット
西院第二分団 消防団の活動環境の改善 LEDヘッドライト15個、誘導棒10個、印刷用紙等
嵯峨分団 火災予防等の巡回広報の実 パソコン等、アンプマイクセット、スピーカー
御室分団 消防団の活動環境の改善 消火器等
花園分団 消防団の活動環境の改善 物置等
水尾分団 消防団の活動環境の改善 投光器6個

葛野分団
消防団の活動環境の改善 コンパクトポケット15個、ホース固定バンド6個、

ホース巻取器1個

安井分団 災害等対策 現場トイレセット
山ノ内分団 炊き出し訓練の実施 鋳物コンロ等、胸骨圧迫トレーニングツール
常磐野分団 消防団の活動環境の改善 信号灯18本、乾電池等
嵯峨野分団 消火訓練の実施 消火器17本
愛宕分団 消防団の活動環境の改善 ヘッドライト22個

黒田分団
予防啓発活動の実施 トランシーバー2個、スピーカーマイク2個、幟旗20

本

弓削分団 消防団の活動環境の改善 パソコン5台

宇津分団
消防団の活動環境の改善 器具庫修繕費、シュレッダー1個、高圧洗浄機1

台、ホース巻取器1台

細野分団 消防団の活動環境の改善 ポット1個、壁掛時計1個、格納庫改修費
応急救護分団 救急指導の実施 バック10個
南太秦分団 消防団の活動環境の改善 BDレコーダー1台

宇多野分団
消防団の活動環境の改善 拡声器2セット、ライン引き1台、ラインパウダー3

個、メジャー

周山分団
消防団の活動環境の改善 ラジオハーネス ダブルアジャスター2個、無線機ホ

ルスター4個、LEDライト19個等、ホース巻取機、
ホース固定ベルト3個、トランシーバー2個、小型ス高雄分団 消防団の活動環境の改善 パソコン、プリンター

本部
消防団の活動環境の改善 LEDヘッドライト2個、LEDライト5個、Tシャツ3着、

人口呼吸用シート3枚、手袋5双、シャツ5着

山国分団
消防団の活動環境の改善 LEDヘッドライト40個、発電機1台、住宅地図8冊、

ブルーシート1枚

京都市西京区 応急救護分団 普通救命講習の実施 ＡＥＤトレーナー4台
嵐山東分団 防火防災行事の実施 ザック18個

大原野分団
訓練の実施、消防団の活動
環境の改善

泡薬剤92セット、扇風機1台、掃除機1個、タープ3
機、コンロ、椅子

消防団の活動環境の改善 ヒーター1台、アンダーウェア7着
消防団の活動環境の改善 空気清浄機、ホース巻取機、椀90個、割り箸40

個、電子レンジ、IH調理器

大枝分団 広報活動の実施 複合機1台
松尾分団 消防団の活動環境の改善 テレビ1台、シュレッダー1台
川岡東分団 広報活動の実施 掲示板
福西分団 消防団の活動環境の改善 ブラインド取付費、FAX付電話機
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又は分団数

市区町村名

松陽分団 広報活動等の実施 プリンタ等、LEDライト17個、LED指示バトン等
桂東分団 訓練の実施 備蓄品
桂川分団 災害時の情報収集 テレビ1台

新林分団
消防団の活動環境の改善 長机、BDプレーヤー1台、温蔵庫1個、飲料機、

ホース搬送用バンド1個、吸管バンド1個

本団 消防団の活動環境の改善 デジタルカメラ
樫原分団 消防団の活動環境の改善 器具庫修繕費
桂徳分団 消防団の活動環境の改善 横断幕、幟4本

京都市伏見区 稲荷分団
消防団の活動環境の改善 防火啓発タオル300枚

詰所改善費

砂川分団 消防団の活動環境の改善 コピー機1台
インク、用紙

下鳥羽分団 防災研修 バス代

醍醐分団
消防団の活動環境の改善 ホワイトボード1式、掃除機1台、リュックサック30

個、看板

醍醐池田分団 夜間巡回広報等の実施 懐中電灯19本、看板
淀分団 消防団の活動環境の改善 リュックサック70個
春日野分団 広報活動の実施等 非常用防災セット23個、看板
日野分団 広報活動の実施等 ホース巻取機1基、リュック21個、看板

小栗栖分団
広報活動の実施等 シュレッダー1台、コンロ1個、ケトル1個、レンジ1

台、ガス2セット、看板

久我分団 消防団の活動環境の改善 インナーシャツ等

板橋分団
広報活動の実施等 メガホン、ホースバンド、資機材ホルダー、非常用

持ち出し袋19個

羽束師分団
消防団の活動環境の改善 LEDライト9個、LEDヘッドライト3個、脚立1台、テン

ト2個、電気ケトル1個、台車1台、ガス暖房等、ラ
ジオ1個、投光器1台、誘導灯8本、ボックス等本団 消防団の活動環境の改善 テーブル、クーラーボックス

住吉分団 大規模災害時の備え 備蓄品等
竹田分団 消防団の活動環境の改善 テレビ1台
藤ノ森分団 消防団の活動環境の改善 インク9パック、レトルトカレー
深草分団 消防団の活動環境の改善 テレビ一式、冷蔵庫
横大路分団 消防団の活動環境の改善 物置一式、

南浜分団
消防団の活動環境の改善 デジタルオーディオシステム車載用、スピーカー2

台、配線製作備品、車両用取付キット等

納所分団 消防団の活動環境の改善 ライト31個
桃山分団 消防団の活動環境の改善 テレビ、パソコン、プリンター、インク5パック
応急救護分団 消防団の活動環境の改善 バッグ10個

向島分団
消防団の活動環境の改善 デジタルオーディオシステム車載用、スピーカー2

台、配線製作備品、車両用取付キット等、グリル
パン、デスク、棚、ファクシミリ、事務かばん


