
分団数

（本団は別） 活動・取組 経費内容

向日市

6
訓練実施、イベントの参加に伴う消
防団PR活動

分団旗３セット

長岡京市

5
操法訓練の実施、消防資機材及び
消防団の活動環境の整備

消防団用Tシャツ150個
ホース巻取機5台
クーラー1台
クーラー設置費

大山崎町

3 消防団研修の実施 往復貸切バス代

宇治市

6
イベントの参加に伴う消防団PR活
動、消防団の活動環境の整備、分
団研修の実施

ラッパ5本
子供用防火服17着
子供用消防ホース・筒先12セット
ピンバッジ500個
双眼鏡2個
夜光ベスト73個
防災バッグ159個
冷蔵庫3台
ストーブ2台
研修時の昼食代35人分
皮手袋35個

城陽市

6 災害時等の消防団の防災力の強化
安全靴10足
手袋451双

八幡市

4
訓練（秋期訓練など）・イベント（年末
警戒）参加

雨衣95着

京田辺市

6
訓練に参加、災害時等の消防団の
防災力の強化

ジャンパー316着、LED合図灯35個、標
識テープ90巻、LEDヘッドライト30個

操法訓練の実施、消防団の活動環
境の整備

ラインマーカー4台
警笛50個

消防団員の資質向上や訓練

・ホイルクーラー4個、ウォ－タ－ジャグ
4個
・スタンド1個、年少向紙芝居1枚ほか
・ビデオムービー1台、ビデオ三脚1脚、
AV機器1台、AV周辺機器ほか
・コンテナ39個

井手町

2 消防団の活動環境の改善 雨衣140着

平成２５年度　わがまちの消防団強化交付金　交付状況

久御山町

4

【従来分（団員１人当たり５０００円を上限として交付）】
事　業　内　容

消防団名



分団数

（本団は別） 活動・取組 経費内容

【従来分（団員１人当たり５０００円を上限として交付）】
事　業　内　容

消防団名

宇治田原町

2 消防団の活動環境の改善
ジャンパー15着
雨合羽168着

精華町

4
訓練に参加、及び、消防団の安全
管理の改善

アポロキャップ276個
雨合羽52着

木津川市

9 消防団の活動環境の改善 防寒着750着

笠置町

7 冬季訓練及び年末警備の実施 防寒具56着

和束町

4 消防団の活動環境の改善 活動服一式93着

南山城村

2 消防団の活動環境の改善 防寒服等８２着

雨天時における消防団活動の環境
改善

雨衣894着

消防団の活動環境の改善 消防用ホース

女性分団
予防啓発の研修の実施（平成25年5
月26日）

交通費、施設入場料、昼食代22人分

夏季訓練の実施(平成25年6月30日)
角型水槽4台
訓練用飲料225本

夜間訓練を実施(平成26年3月中) エア式バルーン照明機3台

1分団
（園部支団第一分団）

消防団の活動環境の改善
ヘッドライト99個
作業用ベルト99本
ノズル1本

園部支団第2、3、4、5
分団

消防団の活動環境の改善

ヘッドライト90個
高輝度ヘッドライト10個
ヘッドランプ24個
投光器2台
発電機2台
レインコート94着
手袋13双
メジャー1個
ホース6本
ホースバンド１４枚
ウオーターキャッチャー一式
弁当24個

3分団（日吉支団）

20

亀岡市

南丹市



分団数

（本団は別） 活動・取組 経費内容

【従来分（団員１人当たり５０００円を上限として交付）】
事　業　内　容

消防団名

5分団（八木支団） 消防団の活動環境の改善

レインコート75着
防寒服210着
消防長靴25足
脚絆20双
スタンドパイプ5本
ホースブリッジ2組
低水位ストレナー1台
ホース巻取機2台
懐中電灯44個
レインスーツ43個

5分団（美山支団） 消防団の活動環境の改善
防寒着135着
合羽49着

京丹波町

16

・豪雨時の水防活動の実施
・消防ポンプ操法訓練の実施
・団員の安全な活動環境の向上と
地域の防災対策の強化
・消防資機材の管理環境向上

現場指揮本部旗セット3基
雨合羽34着
簡易水槽6基
救急箱47セット
高圧洗浄機47台

団本部 消防団の活動力の向上
ヒップバック7個、耐水ノート7冊、耐水
ノートケース7個、ボールペン7個、ハン
グアップ7個

中夜久野分団
消防団の活動環境の改善、活動力
の向上、及び、地元住民への防火
啓発活動

雨合羽18着、巻尺1個、Tシャツ5着、マ
イク4台、LEDヘッドランプ35台、印刷
費

雲原分団 消防団の活動環境の改善 雨合羽40着

河東分団 消防団の活動環境の改善
ホース巻取機2台、テレビ1台、エアコ
ン1台、冷蔵庫1台

中六分団 消防団の活動環境の改善
LEDヘッドライト54個、ノートパソコン1
台

有路下分団 消防団の活動環境の改善 Tシャツ等54枚

中央分団 消防団の活動環境の改善 Tシャツ等73枚

南丹市

福知山市



分団数

（本団は別） 活動・取組 経費内容

【従来分（団員１人当たり５０００円を上限として交付）】
事　業　内　容

消防団名

河西分団 消防団の活動環境の改善
雨合羽等41着、懐中電灯4個、カメラ1
台

河守上分団 消防団の活動環境の改善
拡声器1台、巻尺2個、ラインマーカー2
個、石油ストーブ1台、パソコン1台、電
子地図帳、パソコン周辺機器

佐賀分団 消防団の活動環境の改善 操法用吸管一式、手袋42双

有路上分団 消防団の活動環境の改善
ホース巻取機2台、高圧洗浄機2台、ラ
インカー1台、テント1台、冷蔵庫1台

下六分団 消防団の活動環境の改善
複合機１台、Tシャツ７８着、LEDヘッド
ライト５個

雀部分団 消防団の活動環境の改善
消火器８本、雨具４０着、石油ストーブ
１台

修斉分団 消防団の活動環境の改善
消火すいのう１０台、エンジンポンプ１
式、ポリタンク５個、テレビ１台、DVDプ
レーヤー１台、テレビ台１台、工事費

上夜久野分団 消防団の活動環境の改善 発電機４台、消火器４本

大江支所消防隊 消防団の活動環境の改善
雪ハネ５本、スコップ３本、スノーダン
プ２本、雪割りツル２丁、高枝切りはさ
み１丁

西中分団 消防団の活動環境の改善
Tシャツ100枚、エアコン1台、弁当70人
分

三岳分団 消防団の活動環境の改善 灯光器一式

金山分団 消防団の活動環境の改善
雨合羽20着、エアコン1台、パソコン1
台

福知山市



分団数

（本団は別） 活動・取組 経費内容

【従来分（団員１人当たり５０００円を上限として交付）】
事　業　内　容

消防団名

上六分団 消防団の活動環境の改善
ライト一式38個、ダイビングライト5個、
メガホン3個

上豊分団 消防団の活動環境の改善
雨合羽９６着、マイク１１台、LEDヘッド
ライト等

夜久野支所消防隊 消防団の活動環境の改善 ドライバー等

ファイヤーエンジェル
スカラーガード隊

消防団の活動環境の改善 ビデオカメラ一式２台

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 ヘッドライト６個

川合分団 消防団の活動環境の改善 トランシーバー４台、防寒着１３着

上川分団 消防団の活動環境の改善
パソコン１式、複合機１台、カメラ１台、
広報紙印刷費、看板、旗受バンド１
本、広報用提灯、弁当代、会場使用料

庵我分団 消防団の活動環境の改善

Tシャツ４着、本部旗１式、防災掲示板
１式、ハンドタオル１８０枚、模擬店費
用、角印４個、換気扇一式、冷蔵庫１
台

三和支所消防隊 消防団の活動環境の改善 長靴6足

河守分団 消防団の活動環境の改善
椅子１４脚、テーブル７脚、テント２基、
冷蔵庫１台

福知山市



分団数

（本団は別） 活動・取組 経費内容

【従来分（団員１人当たり５０００円を上限として交付）】
事　業　内　容

消防団名

細身分団 消防団の活動環境の改善
物置等、照明器具、トランシーバー１２
台、タオル等

1分団（菟原分団）
消防資機材に係る活動環境改善及
び消防団のPR活動

活動用Tシャツ56着
操法用ホース、6本
高圧洗浄機1台
回転ブラシ1個
スチール棚1台

1分団（下夜久野分
団）

消防資機材に係る活動環境改善、
団員の活動力向上及び地域住民へ
の防火啓発活動

パソコン1台、パソコン周辺機器、デジ
タルカメラ1台、ビデオカメラ1台
防寒ジャンパー10着
合羽8着
メジャー1個、巻尺1個、ライン引き1個
コンテナ（石灰入れ）1個

1分団（下川分団）
団員の活動力向上及び地元住民へ
の防火啓発活動

パソコン1台、パソコン周辺機器
ヘッドライト14個
グランドブラシ1本

1分団（金谷分団）
消防団活動の活動環境の改善、PR
活動及び地元地域への防火啓発活
動

活動用Tシャツ75着
のぼり旗60枚

東 雨天時活動、水害時出動など レインウェア18着

中
操法訓練
夜間消防活動

操法ホース3本、管槍・噴霧ノズル1本
投光機2基

南
消防団事務の円滑化、訓練の検証
操法訓練、
各種災害活動、夜間消防活動

パソコン1台、プリンタ1基、ファックス1
基、DVDプレーヤー1台、操法用吸管
枕木2個、吸管ロープ2本、メガホン1
基、手袋5双、誘導灯2本

与保呂
雨天時活動、水防時活動
夜間消防活動

合羽24着、LED強力ライト10本

福知山市

舞鶴市
２０団



分団数

（本団は別） 活動・取組 経費内容

【従来分（団員１人当たり５０００円を上限として交付）】
事　業　内　容

消防団名

祖母谷 夜間消防活動 ヘッドライト59個

志楽
夜間消防活動
操法訓練
各種災害活動

誘導ライト10本、ブラケット10個、消防
団長靴20足、ホース巻取機5台、グ
ローブ80双

朝来

夜間消防活動
各種災害活動
新入団員訓練
操法訓練

ライト7本、チェーンソー1台、防寒ジャ
ケット2着、消防操法DVD1本

東大浦
避難誘導活動
各種災害活動

メガホン12基、消火器12本、担架2基、
手袋134双

西大浦
消防団事務の円滑化、訓練の検証
防火啓発活動
操法訓練

パソコン1台、プリンタ1基、PC付属品１
基、カメラ1台、SDカード1枚、USBメモ
リ１基、用紙一式、広報用のぼり旗、
長靴等48足

西 災害情報収集活動
トランシーバー8台、ピンマイク8個、
ケース8個、電池8個、充電器4台

余内 災害情報収集活動 テレビ1台、アンテナ工事費

池内 各種訓練、活動の記録及び活用
パソコン1台、プリンター1個、ビデオカ
メラ1式、デジタルカメラ1式、地図ソフト
1枚、ケース等

中筋
操法訓練
災害現場情報通信

長靴40足、トランシーバー4基、スピー
カーマイク4個、ケース4個

高野
夜間消防活動・各種訓練
災害時等負傷者対策

合図灯5本、ハロゲンライト2台、ハンド
ライト5本、長靴4足、救急箱1箱

四所
操法訓練
救助訓練
消防団活動のPR

訓練用ホース3本、手袋一式60個、提
灯一式1箱

岡田上
消防団の活動環境の改善
夜間消防活動

高圧洗浄機4台、水中ポンプ2台、投光
器1台

舞鶴市
２０団



分団数

（本団は別） 活動・取組 経費内容

【従来分（団員１人当たり５０００円を上限として交付）】
事　業　内　容

消防団名

岡田中
火災予防啓発
夜間消防活動

広報用のぼり旗等100個、ランプ50個

岡田下 災害待機や会議のための詰所改善 長机テーブル6台、椅子18脚

八雲
夜間消防活動
災害時の消防団活動への備え

ヘッドライト49個、エンジンスタータ1台

神崎 雨天時活動 雨合羽45着、反射テープ45着

綾部市

12 消防団の活動環境の改善
防寒着908着
投光器1台
コードリール2個

宮津市

7 消防団の活動環境の改善

防寒着等181着
レインコート212着
反射ベスト12着
消防ホース巻取機5台
革手袋40個

伊根町

2
災害訓練対策及び災害待機や会議
のための詰所の改善

防火服（上衣7着、靴15足、ヘルメット7
個、防火手袋6双）
雨衣9着
消防用ホース10本
エアコン1台

与謝野町

13 消防団の活動環境の改善

懐中電灯46個、Tシャツ359着、ヘッド
ライト110個、手袋57双、ヘルメット用
バンド・コキ、水利地図データ作成費、
手ぬぐい

ふるさとがえりの上映会

上映費用、会場使用料、上映機材借
上料
印刷製本費、新聞折込費

京丹後市

27

舞鶴市
２０団



分団数

（本団は別） 活動・取組 経費内容

【従来分（団員１人当たり５０００円を上限として交付）】
事　業　内　容

消防団名

消防団の活動環境の改善 雨合羽９６２着

応急救護分団 消防団の活動環境の向上 シャツ１６着

紫竹分団 消防団の活動環境の向上 物置1台

鷹峯分団 消防団の活動環境の向上 シャツ29着、防水バック2個

柊野分団 消防団の活動環境の向上 シャツ46着、タイツ46着

大将軍分団 消防団の活動環境の向上
TV1台
TV壁面金具1個
アンテナ工事費

衣笠分団 消防団の活動環境の向上
メガホン（TR-315S）　3個
メガホン（TR-215A）　2個

中川分団
消防団の活動環境の向上と訓練の
実施

ファンヒーター　1台
訓練用消火器　4台

紫明分団 火災予防広報の実施 複合機　1台

柏野分団
夜間広報の実施に係る活動環境の
向上

懐中電灯　15本
アルカリ単3電池　90個
ブラックケース　15個

上賀茂分団
訓練に参加（防災訓練での炊出し訓
練）

炊出し用調理器具等
炊出しの食材費

1分団等（本部） 消防団の活動環境の向上
LEDライト　５個
LEDヘッドライト　５個
充電電池単３　25個

金閣分団 消防団の活動環境の向上
テレビ1台
アンテナ工事費

元町分団 消防団の活動環境の向上 エアコン1台

楽只分団
防災研修の実施（三重県鈴鹿市河
川防災センター）

水害対策の研修費用（バス代金）

京都市
北

京丹後市

27



分団数

（本団は別） 活動・取組 経費内容

【従来分（団員１人当たり５０００円を上限として交付）】
事　業　内　容

消防団名

小野郷分団
分団器具庫の改修による消防団の
活動環境の整備

分団器具庫の工事費

鳳德分団 消防団員の確保 テント一式

雲ヶ畑分団
災害時等の防災力強化と消防団の
PR広報等

チェーンソー1台
広報板

出雲路分団
災害待機や会議のための詰所の改
善

街灯工事一式
室内照明器具

紫野分団
地域の各種イベントでの警戒活動
等の実施

トランシーバー5台
スピーカーマイク5台

待鳳分団 消防団の活動環境の改善

冷蔵庫1台
メガホン2台
電動工具4点
ホース巻取り機1台

大宮分団 消防団の冬期の活動環境の改善
長袖シャツ2着×26人分
タイツ1着×26人分

応急救護分団 救護講習 マスク60個

小川分団 地域住民への啓発活動 非常食13セット

京極分団 地域住民への啓発活動 大型炊き出し器セット

侍賢分団 地域住民への啓発活動 非常食18セット

滋野分団 地域住民への啓発活動 非常食10セット

春日分団 地域住民への啓発活動 非常食14セット

聚楽分団 消防団の活動環境の改善 看板作成費

嘉楽分団 消防団の活動環境の改善 帰宅支援セット１８セット、マスク４０枚

京都市
北

京都市
上京



分団数

（本団は別） 活動・取組 経費内容

【従来分（団員１人当たり５０００円を上限として交付）】
事　業　内　容

消防団名

桃薗分団 消防団の活動環境の改善 看板作成費、詰所修繕費

翔鸞分団 消防団の活動環境の改善 ミニ消防車制作費

西陣分団 消防団の活動環境の改善 発電機、書庫、机

中立分団 消防団の活動環境の改善 バッグ20個

正親分団 消防団の活動環境の改善 LED照明器具一式

乾隆分団

消防団の広報活動
夜間消防活動
災害時の消防団活動への備え
応急救護活動等

モーター1個、投光器一式、消火器、応
急手当テキスト

成逸分団
操法訓練等
消防団の活動環境の改善

スタンダードターフ2台、クーラーバッグ
1個、ウォ－タージャグ、玄関マット等、
ホースリール1本、台車1台

出水分団 消防団の活動環境の改善
テレビアンテナ一式（設置工事費）、換
気扇（設置工事費）、蛍光灯12本、グ
ロー球12個

室町分団 団員の活動環境の改善
テレビ　1台
ブルーレイレコーダー　1台
取付費用等

団員の活動環境の改善

ビデオムービー　1台
プリンタ　　　　　　1台
プリンタ消耗品
デジカメ・パソコン備品

団員の活動環境の改善
ビデオムービー　1台、写真用紙
乾電池、棚

応急救護分団 消防団の活動環境の改善 非常持出品セット5セット

京都市
左京

京都市
上京

仁和分団



分団数

（本団は別） 活動・取組 経費内容

【従来分（団員１人当たり５０００円を上限として交付）】
事　業　内　容

消防団名

本団 各種訓練の実施 ホース巻取器1台

新洞分団 消防団の活動環境の改善 非常持出品セット5セット

岡崎分団 各種イベント、訓練の参加 短靴19足

吉田分団 広報活動 メガホン2個、ライト20本

東山分団 消防団の活動環境の改善 ツールリュック18個

北白川分団 消防団の活動環境の改善
コピー機1台、インクトナー、資料用ファ
イル等

養正分団 消防団の活動環境の改善 エアコン1台、設置費

養徳分団 消防団の活動環境の改善
エマージェンシーレスポンスバックパッ
ク18個

修学院第二分団 地域住民への防災指導
訓練用三角巾50枚、軍手20ダース、
バール25本

下鴨分団 広報活動 拍子木6組

松ヶ崎分団 消防団の活動環境の改善
ロープ、ビデオカメラ一式、消火器4
本、点滅式ライトホルダー10個、ヘッド
ライト14基

修学院分団 消防団の活動環境の改善 オイルヒーター2台

明徳分団 消防団の活動環境の改善 テレビ1台、工事費、簡易テント

岩倉南分団 消防団の活動環境の改善 非常持出品セット27セット

京都市
左京



分団数

（本団は別） 活動・取組 経費内容

【従来分（団員１人当たり５０００円を上限として交付）】
事　業　内　容

消防団名

岩倉北分団 消防団の活動環境の改善 非常持出品セット21セット

八瀬分団 消防団の活動環境の改善 ヘッドライト28個

大原分団 消防団の活動環境の改善
テレビ1台、DVDプレーヤー1台、広報
用小冊子

静原分団 消防団の活動環境の改善 活動拠点の整備費、コピー機1台

市原野分団 消防団の活動環境の改善 災害用バッグ24個

花背分団 広報活動 掲示板

久多分団 消防団の活動環境の改善 エアコン1台、設置費

広河原分団 消防団の活動環境の改善 消防水利プレート18本

川東分団 消防団の広報活動 ハンズリーマイク1台、メガホン20台

鞍馬分団 消防団の活動環境の改善
エマージェンシーレスポンスバックパッ
ク45個

葵分団 消防団の活動環境の改善 エアコン1台、取付工事費

上高野分団 消防団の活動環境の改善 エアコン1台、取付工事費

聖護院分団 消防団活動のPR Tシャツ20着

浄楽分団
消防団活動のPR
消防団の活動環境の改善

Tシャツ20着、ヘッドライト20個、乾電
池60個

龍池分団 消防団の活動環境の改善 土嚢袋20枚

京都市
中京

京都市
左京



分団数

（本団は別） 活動・取組 経費内容

【従来分（団員１人当たり５０００円を上限として交付）】
事　業　内　容

消防団名

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6個、普通紙12パック

立誠分団 消防団の活動環境の改善
テレビ1台、アンテナ工事費、AV機器
等

柳池分団 地域での防災指導の実施 プロジェクターセット1式

明倫分団 消防団の活動環境の改善 テレビ1台、BDレコーダー1台

朱雀第二分団 地域での防火啓発活動 チューブレスタイヤ交換費

教業分団 消防団の活動環境の改善 チェンソー1台、LEDキャップライト15個

初音分団 消防団の活動環境の改善
メガホン2個、ライト2個、ホイッスル17
個、マスク2個

生祥分団 消防団の活動環境の改善 エアコン1台、設置工事費

冨有分団 消防団の活動環境の改善 パソコン1台、テレビ1台

銅駝分団 消防団の活動環境の改善 物置1基

朱雀第6分団 地域住民への応急手当普及啓発 リトルアントレーニングシステム1セット

本能分団 地域住民への防災指導の実施
プロジェクター1台、スクリーン1台
レザーポインター1個

朱雀第5分団 地域での防災指導の実施、
拡声器2台
学習キッド2セット
ポーチ18個

朱雀第7分団 消防団の活動環境の改善

テレビ　1台
ブルーレイレコーダー　1台
ケーブル

朱雀第１分団
防火啓発と団員募集に関する取組
み及び地域住民への応急手当普及
啓発

看板作成費等
心肺蘇生訓練用半身人形

朱雀第3分団 地域住民への応急手当普及啓発
リトルアンマネキン1体
訓練用トレーナー1式

京都市
中京



分団数

（本団は別） 活動・取組 経費内容

【従来分（団員１人当たり５０００円を上限として交付）】
事　業　内　容

消防団名

城巽分団 自主防災組織との合同訓練

LEDライト２００個
三角巾２２６個
ビニール袋
ホイッスル20個
AV機器

竹間分団
地域のイベント（平成25年8月3日）
に参加

プロジェクター1台
スクリーン1台
パネル展示費

日彰分団
地域のイベント（平成25年8月4日）
に参加

ポスター5000枚、
団員募集うちわ200枚
消防団ブース出展費（氷10貫、シロッ
プ等、綿菓子レンタル費、ドリンクサー
バー1台）
教材用花火250個
会場常夜灯
保険代（火傷等への備え）

1分団等（本部）
消防分団23分団の代表者による団
員募集に係る会議

飲料水（水分補給）25人分
コピー用紙4部
筆記用具等25人分
プリンター用インク1個
ワークショップ用用紙　1式

京都市
中京

乾分団

地域のイベント（平成25年8月4日）
に参加、団員の活動環境の改善

クイズ用紙などのコピー代900枚
景品代（備蓄用カレー等、配布用ビ
ニール袋）
団員募集のぼり旗3組
テント等
はしご1脚

梅屋分団

非常時の備蓄品の確保 備蓄品購入費用

拡声器2台
テレビ1台

朱雀第4分団
地域での防災指導の実施、団員の
活動環境の改善



分団数

（本団は別） 活動・取組 経費内容

【従来分（団員１人当たり５０００円を上限として交付）】
事　業　内　容

消防団名

朱雀第８分団
地域のイベント（平成25年10月1日
～3日）に参加し、応急手当の啓発
活動を実施

心肺蘇生法教育人体モデル2体

応急救護分団 消防団の活動環境の改善 防寒ジャケット4着

清水分団 消防団の活動環境の改善 ヒーター1台、石油ストーブ1台

弥栄分団 消防団の活動環境の改善 LEDライト12個

六原分団 消防団の活動環境の改善
一輪車3台、一輪車パンクセット3セッ
ト、安全保護ゴーグル21個、マスク21
個

有済分団 消防団の活動環境の改善 パイプ椅子20脚、テーブル1個

月輪分団 消防団の活動環境の改善

ソーラー折りたたみ式ランタン　2台
メガホン　1台
ホースバンド　3個
ライト　4個
マグネットフック　20個
リーディングブラケット　10個
電気ポット　1個

貞教分団 消防団の活動環境の改善
テレビ　1台
ブルーレイレコーダー　1台
プリンター　1台

一橋分団 消防団の活動環境の改善

テレビ　1台
テレビ台　1台
アンテナケーブル　1本
ブルーレイレコーダー　1台
取り付け費用
小型冷蔵庫　1台

新道分団 消防団の活動環境の改善 テレビ　1台

京都市
中京

京都市
東山



分団数

（本団は別） 活動・取組 経費内容

【従来分（団員１人当たり５０００円を上限として交付）】
事　業　内　容

消防団名

栗田分団 消防団活動環境の改善

テレビ　1台
ブルーレイレコーダー　1台
ビデオムービー　1台
プリンター　1台

1分団等（本部） 消防団査閲の参加 ゼッケン1セット×4組

今熊野分団 消防団の活動環境の改善
テレビ1台
ビデオカメラ1台

修道分団 消防団の活動環境の改善

テレビ1台
事務机2台
パソコンラック1個
オプション棚1個

1(応急救護) 消防団の活動環境の改善 防寒衣4着

13 消防団の活動環境の改善 チェンソー一式

1分団（本部） 消防団の活動環境の改善 寝袋5袋、寝袋用マット5枚

淳風分団 消防団の活動環境の改善
机1個、椅子1個、デスクターナ1個、印
函1個、ファイル4個、搬入費等

西大路分団 消防団の活動環境の改善 タイツ17枚

格致分団 消防団の活動環境の改善
ホース巻取機1基、ライト10本、ランプ
ブランケット10個

成徳分団 消防団の活動環境の改善 タイツ6着

菊浜分団 消防団の活動環境の改善 タイツ17着

郁文分団 消防団の活動環境の改善 タイツ13着

大内分団 消防団の活動環境の改善 タイツ20着

醒泉分団 消防団の活動環境の改善 Tシャツ13着、ホース巻取機1基

七条第三分団 消防団の活動環境の改善 Tシャツ等、タイツ15着、ソックス15着

七条分団 消防団の活動環境の改善 タイツ7着

京都市
山科

京都市
東山

京都市
下京



分団数

（本団は別） 活動・取組 経費内容

【従来分（団員１人当たり５０００円を上限として交付）】
事　業　内　容

消防団名

植柳分団 消防団の活動環境の改善 ビデオカメラ1台、広報用拍子木3組

応急救護分団 消防団の活動環境の改善 カバン6個

稚松分団 地域住民への防災指導 非常用電池　150個

皆山分団
災害待機時の情報収集や消防団員
の資質向上を目的とする情報機器
の設置による詰所の改善

テレビ1台
設置工事費（壁面金具、壁面取付工
事、アンテナ配線工事）

永松分団
訓練や研修及び地域住民への応急
手当普及啓発

AEDリトルアン２基

修德分団
訓練や研修及び地域住民への応急
手当普及啓発

AEDリトルアントレーニングシステム１
基
AEDリトルアン２基

崇仁分団
消防団の活動環境の改善と地域連
携の取組

高圧洗浄機１基
消防ホース巻取機１基
ホース固定バンド３本
誘導灯１０本
反射テープ付ベスト１０着
飲料水（水分補給）８０本

有隣分団
消防団活動のPR及び活動環境の
改善

提灯2基
提灯用LEDライト2個
消防ホース巻取機１基
防火カレンダー1000枚

安寧分団 消防団の活動環境の改善
ホース巻取器1基、カラーコーン5セッ
ト、エンジンブロア1台

開智分団 消防団の活動環境の改善 カバン12個

梅逕分団 消防団の活動環境の改善
防塵防臭マスク等13個、ホルダ26個、
消火器2本

豊園分団 応急手当普及啓発活動 AEDトレーナー１基、リトルアン１基

尚徳分団 消防団の活動環境の改善 寝袋17袋、寝袋用マット17枚

光徳分団
消防団の活動環境の改善
夜間の消防団活動

ホワイトボード等、LEDライト7個

南梅逕分団 消防団の活動環境の整備 テレビ1台
京都市
南

京都市
下京



分団数

（本団は別） 活動・取組 経費内容

【従来分（団員１人当たり５０００円を上限として交付）】
事　業　内　容

消防団名

上鳥羽分団 消防団の活動環境の改善 エアコン1台、取付工事費

応急救護分団 消防団の活動環境の改善 Tシャツ12着

本団 消防団の活動環境の改善 点滅式誘導灯5本、携帯ライト5個

陶化分団 消防団の活動環境の改善
ヘッドライト21個、ヘッドライト用クリッ
プ21個

東和分団 消防団の活動環境の改善 ガスストーブ1台、ガスコード1個

南大内分団 消防団の活動環境の改善
テレビ1台、DVDプレーヤ1台、アンテ
ナ

唐橋分団 消防団の活動環境の改善 シャッター修繕費、掲示板

久世分団 消防団の活動環境の改善 ヘッドライト53個

１２、本団 消防団の活動環境の改善 マニュアル作成費、トレーニングキット

カラーガード隊
カラーガード隊の訓練を効率的に実
施できる環境整備と活動の活性化

CD録音再生機1台
CD録音再生機用専用ケース1個
スピーカー1台
接続ケーブル2本

山王分団 消防団の活動環境の整備 災害用バッグ　15個

九条分団 消防団の活動環境の整備 ビデオカメラ1台

塔南分団 消防団の活動環境の整備
冷蔵庫1個
エアコン1台

吉祥院分団 消防団環境の整備
冷蔵庫1個
運搬費等

京都市
南



分団数

（本団は別） 活動・取組 経費内容

【従来分（団員１人当たり５０００円を上限として交付）】
事　業　内　容

消防団名

弘道分団 消防団の活動環境の整備
テレビ1台
空気清浄機1台

南太秦分団 消防団の活動環境の改善 エアコン設置工事一式

1分団（団本部） 消防団の活動環境の改善
ヘッドライト5個、LEDライト5個、携帯ホ
ルダー5個

黒田分団 消防団の活動環境の改善 トランシーバーセット3個、マイク3個

西京極分団 消防団の活動環境の改善 ラジオ21個

応急救護分団 消防団活動環境の改善 防火頭巾5枚

西院第2分団
消防団の活動環境の改善
操法訓練の実施
消防団活動の理解促進

湯沸かし器等、ホース巻取機、チラシ
作成費

山之内分団 消防団の活動環境の整備 テレビ1台

葛野分団
夜間消防団活動
消防団の活動環境の整備

LEDライト10個、椅子11個

宇津分団
消防団事務の円滑化
消防団の活動環境の整備
夜間消防団活動

プリンター用インク3本、コピー用紙5
箱、掃除機1個、エアコン一式、LEDラ
イト5本

花園分団 消防団活動環境の改善

ワイヤレスアンプ1個
ワイヤレスマイク1個
有線マイク1個

御室分団 消防団活動環境の改善

ホース巻取機1台
ホース固定バンド3本
LEDヘッドライト17個

宇多野分団 消防団の活動環境の改善
器具庫工事費
ライト2個
メガホン1個

安井分団 消防団の活動環境の改善 分団器具庫の修繕工事費

京都市
右京

京都市
南



分団数

（本団は別） 活動・取組 経費内容

【従来分（団員１人当たり５０００円を上限として交付）】
事　業　内　容

消防団名

西院第一分団 消防団の活動環境の改善

看板代
消火器2本
クーラーボックス1個
ハンドマイク1個
人工呼吸用マスク20個
懐中電灯3個
消防団事務用消耗品

太秦分団 消防団の活動環境の改善 詰所の引出設置工事費

常磐野分団 消防団の活動環境の改善
放送用具一式
DVDプレーヤー1台

嵯峨野分団 消防団の活動環境の改善

ファクシミリ1台
シュレッダー1台
ヘッドランプ17個
LEDライト3個

梅津分団 消防団の活動環境の改善
放送用具一式

嵯峨分団 消防団の活動環境の改善
エアコン1台
取付工事費

高雄分団 消防団の活動環境の改善
エアコン2台
取付工事費

京都市
右京



分団数

（本団は別） 活動・取組 経費内容

【従来分（団員１人当たり５０００円を上限として交付）】
事　業　内　容

消防団名

山国分団 消防団の活動環境の改善

ヘッドライト8個
冷蔵庫1台
書庫一式
ホワイトボード1台
巻尺1個
ラック2個
収納ボックス1個
脚立2個

水尾分団 消防団の活動環境の改善
LEDライト7個
ライト用電池充電器7個
ライト用電池7個

愛宕分団 消防団の活動環境の改善 LEDライト（電池充電器付）20個

弓削分団 消防団の活動環境の改善

パソコン5台
シュレッダー1台
プリンタートナー3箱
グラウンドブラシ1本
アルミレーキ2本
グラウンドレーキ3本

周山分団 消防団の活動環境の改善

ヘッドライト8個
充電器5個
電池20個
冷蔵庫1台
パソコン1台
プリンター1台
ホース巻取機1台

細野分団 消防団の活動環境の改善

テーブル5台
椅子8脚
テレビ1台

桂徳分団 消防団の活動環境の整備 テレビ1台、取付費

松尾分団 消防団の活動環境の改善 ビデオカメラ一式

京都市
右京

京都市
西京



分団数

（本団は別） 活動・取組 経費内容

【従来分（団員１人当たり５０００円を上限として交付）】
事　業　内　容

消防団名

川岡東分団 地域住民への防災指導 非常食14セット

福西分団 消防団活動のPR活動 マグネットシート12枚

桂坂分団 地域住民への防災指導
ラジオ17個、ブランケット等17個、携帯
ミニトイレ34個

桂東分団 地域住民への防災指導 非常食250食分

新林分団
消防団事務の円滑化及び防火啓発
活動

パソコン1台

川岡分団 消防団の活動環境の整備
テレビ1台、DVDプレーヤー1台、パソコ
ンデスク1台、椅子1個

応急救護分団 普通救命講習の実施
屋内シューズ　2足
ショルダーバッグ　3個

地元行事の警備活動及び詰所の改
善

弁当代　80名分
お茶　　 80名分
掃除機　1台

車両パトロールの実施
炊き出し訓練の実施

タイヤセット、バッテリー、ワイパーゴ
ム等、寸銅鍋1個

消防団の活動環境の改善

ライト18個、LEDライト10個、LEDヘッド
ライト10個、電池、CDラジカセ1個、
シャッターペイント作業費、椅子等、空
気清浄機1台

「桂消防分団だより」(広報紙)の配
布による消防団員の募集等

カラーコピー機1台

消防団の活動環境の改善 湯沸器、設置費

樫原分団 防火見回り運動の実施
軽自動車車外用スピーカー1個
アンプ1個

桂川分団
分団器具庫の改善員伴う予防運動
の実施

アルミ製広報板1個

大原野分団

京都市
西京

桂分団



分団数

（本団は別） 活動・取組 経費内容

【従来分（団員１人当たり５０００円を上限として交付）】
事　業　内　容

消防団名

大枝分団
分団器具庫へのエアコンの取付に
よる消防団活動環境の整備

ルームエアコン1台

嵐山東分団 山林警防訓練の実施
LEDライト本体18個
バッテリー18個
LEDライト用ホルダー18個

1分団等（本部） 訓練実施時の安全管理
ヘッドライト5個
ヘルメット用ヘッドライトグリップ5個
救命胴衣3着

醍醐分団 消防団の活動環境の改善
テレビ、詰所修繕費、石油ストーブ2
台、石油こんろ1台

竹田分団 消防団の活動環境の改善 冷蔵庫、設置費

深草分団 消防団の活動環境の改善 非常用持ち出し袋16セット

日野分団 防災研修の実施 バス代

藤ノ森分団 消防団の活動環境の改善 テレビ1台

南浜分団 消防団の活動環境の改善 非常用持ち出し袋18セット

醍醐池田分団 消防団の活動環境の改善 テレビ1台、レコーダー1台、工事費

稲荷分団 防火啓発 看板部材、工事費等

春日野分団 消防団の活動環境の改善 物置、冷蔵庫、工事費

住吉分団 防災研修の実施 交通費、施設見学費、宿泊代

向島分団 防災研修の実施 交通費、宿泊代

羽束師分団 防災研修の実施 交通費

京都市
伏見

京都市
西京



分団数

（本団は別） 活動・取組 経費内容

【従来分（団員１人当たり５０００円を上限として交付）】
事　業　内　容

消防団名

横大路分団 消防団の活動環境の改善
テレビ1台、ブルーレイレコーダー1台、
空気清浄機1台

応急救護分団 消防団の活動環境の改善 防寒用コート

桃山分団 消防団の活動環境の向上 非常用持出袋３２セット

砂川分団 消防団の活動環境の向上 ストーブ1台

下鳥羽分団 消防団の活動環境の向上 カラーテレビ1台、パソコン1台

1分団（本団） 消防団の活動環境の向上 非常用持出袋5セット

消防団の活動環境の向上
テント3個
屋外用テーブル3個

消防団の活動環境の改善
非常食750個、エアコン2台、ストーブ1
台、ビデオカメラ1個

板橋分団
防火見回り活動の実施、消防団の
活動環境の向上

オーディオ機器1台
スピーカー2個
配線製作費
非常用持出袋5セット

納所分団 消防団の活動環境の向上 非常用持出袋30セット

小栗栖分団
災害待機時の情報収集や消防団員
の資質向上を目的とする情報機器
の設置による詰所の改善

カラーテレビ1台
ブルーレイレコーダー1台

久我分団 消防団の活動環境の改善 エアコン1台

淀分団

京都市
伏見


