
向 日 市 6 安全手袋150個

長 岡 京 市 5
免許局デジタル簡易無線機6台、急速充電器5台、安定化電源、同軸アンテナ用コード20m、ホ
イップアンテナ6台、アタッチメントコネクタ6台、設置取付工事一式

大 山 崎 町 3 他地域視察研修交通費、Ｔシャツ20着、手袋ホルダー20個、レインウェア2着

宇 治 市 6
視察研修経費、簡易水槽、テント、小型ポンプ中継弁、雨合羽、プリンターインク、写真用紙、
ＤＶＤディスク、発電機、トランシーバー、革手袋、クリーナー、ネックウォーマー、提灯修繕、提
灯カバーの購入、セーフティーブーツ、ゴム手袋、防災啓発カードゲーム２種

城 陽 市 6 防火衣一式23セット、消防団員用エコジャケット10着

久 御 山 町 2
のぼり旗、のぼりポール10本、排水ダー、レスキューベスト19着、ネームプレート19枚、ケル
ヒャー

八 幡 市 4 イージーアップテント2台（横幕3.0m、簡単ウエイト10ｋｇ　6セット）、へッドライト318個

京 田 辺 市 5 ジャンパー50着、コートブラシ5本、ライン引き3個、水槽3台、操法用ホース6本、テント3張

井 手 町 2
アポロメッシュキャップ234個、水槽、防火衣セット（防火衣、しころ、防火帽、手袋）10セット、名
札234個

宇 治 田 原 町 2 防火衣（背文字入、ベルト込）20着、防火帽20個

木 津 川 市 9

基地局用無線機3台、基地局用電源2台、可搬型基地局用電源1台、基地局現場用アンテナ57
台、携帯無線機57台、携帯無線機用バッテリー57個、防水スピーカーマイク57個、ハードケー
ス57個、連結充電器56台、連結充電用アダプター28個、充電器25個、充電器用アダプター25
個

笠 置 町 1 活動用Ｔシャツ96着

和 束 町 5 レインコート73着、Ｔシャツ59着、防寒着55着

精 華 町 3 防火衣一式１３セット

南 山 城 村 2
全国消防操法大会に向けた消防制服、活動服の更新、レインウェア15着、充電式ＬＥＤ投光器
17台

亀岡市 19
耐切創性手袋106双、携帯用投光器235個、雨衣139着、ゴーグル42個、ヘルメット3個、長靴
13足、消防用ホース（65mm×20ｍ）28本、（40mm×20m）4本、ジェットシューター24台、スタン
ドパイプ19本、

本団・女性分団 申請なし

ノズル・無反動ノズル各１台、雨衣上下各８着、ブルゾン27着、LEDライト４個、発電機１台、防
寒着18着、ヘッドライト（11個入）１個、物置１個、鍵収納BOX、キチェイン１個、単４電池４個、
ウインドブレイカー97着、ホースバッグ35個（２種類）

広報紙（2800部）2式、Tシャツ24着、バッグ３個、ディスクストレーナー７台、チャージライト２
台、懐中電灯３台、デジタル無線機・付属品５台、ホース用スプレー４本、操法要員物品（靴・
手袋等）５名分、団員用手袋21双、無線クリップ13個、広報紙(950部）、ホース巻取機６台、
チャージライト３台、三却３台、エココーン30個、バー15本、ラインカー１台、無線機・スピーカー
マイク各２台、防火衣・防火帽・しころ各５着、詰所用プリンターインク2個、詰所用プリンター用
紙2式、水防訓練昼食（４５名）、操法訓練昼食（４５名）、操法最適シューズ15足、ライト2台、グ
ローブ3双

日吉支団

防火服・安全帽・しころ各40着、懐中電灯４双、皮手袋４双、旗トランク１個、弁当14個、ライン
引き用ラッカー42個、養生テープ、操法補助員ゼッケン４枚、お茶・水（24本入）×36箱、表彰
用盾等７個、操法大会事務用品（用紙、スポンジ等）、測量機器借上、操法大会出場靴・靴下
各９足

美山支団
無線機ＡＣアダプター３個、のぼり旗５枚、ヘッドライト51個、チェストハイウェダー6個、ヘルメッ
ト用ＬＥＤライト46個、発電機、防災ウェダー6個、脚絆20個、電気設備改修、防寒着、ホース6
本

平成30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

南丹市

八木支団

分団名又は分団数
（本団は別）

市区町村名

園部支団
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平成30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

京丹波町 16
バルーン投光器、発電機7、伸縮コーン94個、誘導棒94、点火標的19基、噴霧ノズル4個、
40mmホース8本、異径媒介金具4個、乾電池19

綾 部 市 11 雨合羽（消防団名プリント有り）848着

本団 編み上げ靴１足、ケブラー手袋7双、グローブホルダー7個、ベルトホルダー7個、

ﾌｧｲﾔｰｴﾝｼﾞｪﾙｽ カラーガード隊 合同訓練施設使用料一式、スカート2着、パンティストッキング4枚

ﾌｧｲﾔｰｴﾝｼﾞｪﾙｽ ﾌｧｲﾔｰｶﾞｰﾄﾞ隊 インクカートリッジ４個、名刺用印刷用紙12個、

三和支所消防隊 ヘッドライト6個、懐中電灯6個、

夜久野支所消防隊
救助資機材一式（チェーンブロック、三脚ヘッド、三脚ベース、鋼管パイプ3本、玉掛ワイヤー2
本、フック

大江支所消防隊 ブルーシート10枚、土嚢袋800枚、軍手18打

中央分団 テント（文字入れあり）2台

大正分団 座卓15台、座布団50枚、座布団カバー50枚

雀部分団
スコッチコーン30個、コーンヘッド30個、コーンバー15個、立て看板10個、ＬＥＤ合図灯15本、
キーボックス３個、LEDライト５本

投光器一式2、ＬＥＤヘッドライト20個、川砂（土嚢袋、運搬費含む）、ランニングシューズ8足

川砂（運搬費込み）

修斉分団 運動靴10足、編み上げ靴5足、とび口1本、ホース巻取器4台、Ｔシャツ184枚

西中分団
エアコン（工事費含む）、Ｔシャツ30着、ハンドライト12個デジタルカメラ、インク4個、広報誌印刷
220部

下川分団 文字入テント

上豊分団
運動靴4足、Ｔシャツ4枚、掃除機、電気ケトル、電気ポット、電子レンジ3台、ＬＥＤライトスタン
ド、ＬＥＤライト、Ｔシャツ20枚

上六分団 リヤカー3台、救助資機材一式（鋸3本、鉈3本、長柄鋸3本、チェーンソー）

中六分団
防水型ビデオカメラ一式（三脚、ＳＤカード含む）、屋外バッテリー式ＬＥＤ投光器、冷蔵庫、拡
声器

下六分団 雨合羽10枚、ケブラー手袋10双（送料含む）、石油ストーブ（設置費等込み）、液晶テレビ

上川分団
レインウェア（反射シート加工貼り付けあり）8着、火災予防運動看板（春期、秋期各2枚）、広報
誌印刷700部、複合機一式、弁当57個、レインウェア4着

金谷分団 土嚢制作器4台、一輪車5台

三岳分団 簡易水槽、ＬＥＤライト（電池式）、ＬＥＤライト（充電式）

金山分団 分団詰所玄関サッシ改修工事一式、ラインカー1台（配送費含む）

雲原分団 ヘッドライト15個、ホース巻取機

佐賀分団 トランシーバー5台、発電機、Ｔシャツ（データ作成含む）10枚

菟原分団
タブレット端末、エアーコンプレッサー一式（本体、ホース、エアチェックガン）、アルミベンチ、
ヘッドライト16個、パネル10枚、保管ケース

細見分団 申請なし

川合分団 エアコンの配備（3台）

上夜久野分団 雨合羽23着、広報誌印刷700部、ウォータージャグ、アウトドアベンチ3脚

石材製看板、エアコン

エアコン配備

下夜久野分団
ＬＥＤソーラーライト（工事費含む）、液晶テレビ、アイロボットクリーナー、会議用チェア5脚、
テーブル1台

庵我分団

福知山市

中夜久野分団
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平成30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

カッパ9着、掃除機、草刈り機

雨合羽7着

ビデオカメラ一式、プロジェクター、レーザー墨出し器

ヘッドライト8個

LEDライト２個、レインウェア10着、トランシーバ２台、ホワイトボード２台

トランシーバー2台

Tシャツ10枚、パソコン１台

テーブル4台、ストーブ

プロジェクター・スクリーン、クーラーボックス２個、ビデオカメラ一式

ヘッドライト2個、トランシーバー4台

有路下分団
操法用ホース3本、管槍、ノズル、トランシーバー4台×２、テーブル・チェアセット2組、折り畳み
椅子5脚

東 ヘッドライト42基、ＬＥＤライト18基、ＬＥＤ投光器3基

中
ドライブレコーダー、業務用カメラ、中継ケーブル、パワーアダプター、ビデオケーブル、電源ソ
ケット、設置費

南
誘導灯5本、エアコンプレッサー、電子レンジ、外灯、高圧洗浄機、単二・単三電池、軽量樹脂
製運搬車、連結型樹脂製平台車

与保呂 防火衣3着、安全帯3本、ヘルメット3個、シコロ3枚、防火長靴3足、のぼり旗50本

祖母谷 ストリームライト6個、合図灯6本、伸縮コーン6本、吸管バンド3組

志楽
のぼり旗16枚、ポール7本、火の用心旗7枚折りたたみ椅子14脚、長靴12足、防寒ブルゾン（背
中プリント）3着、合羽（背中プリント）1着

朝来 ヘッドライト61個、単三電池9パック

東大浦 充電式ＬＥＤワークライト50基、電池パック50基、充電器10基、レインスーツ18着

西大浦 レインウェア138着

西 ＬＥＤバルーンライト一式

余内 ヘッドライト33個、革手袋33双

池内 安全靴59足

中筋 安全靴40足

高野 消防団ベスト6着、ライフジャケット8着

四所 防火衣一式2組、提灯5張、納箱5箱

岡田上 消防用ホース8本、半袖Ｔシャツ52枚

岡田中 簡単テント、高圧洗浄機6台

岡田下 防火衣一式　５着

八雲 のぼり旗50枚、ジャンパー50着

神崎 発電機、ＬＥＤスタンド2台、バッテリー2個、2個口急速充電器、ライトスタンド1脚

宮 津 市 7 Tシャツ2枚×419、かけや23本、タコ8本

伊 根 町 2
革手袋5双、噴霧ノズル、ホース巻機、雨衣6着、ヘッドライト、ＬＥＤライト5、シャープ液晶テレ
ビ、テレビ台

与 謝 野 町 10 消防団分団旗8枚、ヘルメット350個

河守分団

河守上分団

有路上分団

河西分団

福知山市

河東分団

舞鶴市
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平成30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

京 丹 後 市 25
消防ラッパ5本、ライフジャケット300着、カードプリンタ（カラーリボン、モノクロリボン、無地カー
ド）、のぼり旗100枚、ポール100本、ステッカー100枚、火の用心旗340本、ポール340本、バ
ルーンライト15台

本部 運動靴

上賀茂分団 投光器2基、指示灯10基、懐中電灯10基、照明器簡易設置台

柊野分団 メッシュチェア21脚、送料

大宮分団 石油ストーブ、中敷30組、ヒートテック60着、タイツ30着、ソックス30着

鷹峯分団 ＬＥＤヘッドライト26個、シリコンバンド（蓄光）26個

衣笠分団 安全靴16足

金閣分団 ヘッドライト22個

大将軍分団 バックパック17個

待鳳分団 ロッカー2個、電池、プリンターインク、写真用紙

紫竹分団 安全ベスト12着、名前加工12着、ホイッスル15個

鳳徳分団 ノートパソコン

元町分団 電動自転車（諸費用込み）

楽只分団 リーフレット10,000枚

柏野分団 ビデオカメラ、アクセサリー、三脚、メモリーカード2、

紫野分団 メガホン3基、ＬＥＤ合図灯22

紫明分団 運動靴16

出雲路分団 物置

中川分団 ヒートテック16着、タイツ16着、ソックス16着、

小野郷分団 ＬＥＤライト

雲ヶ畑分団 複合機一式

応急救護分団 運動靴4足

機甲分団 申請なし

本部
特定小電力トランシーバー2台、イヤホンマイクプラネット2個、バックパック、パトロールベスト6
着

成逸分団 冷蔵庫、電子レンジ、高圧洗浄機（回転ブラシ、洗浄ブラシ含む）

室町分団 ヒートテック22着、ソックス22着、タイツ22着、防水リュック22個

乾隆分団 テント、テーブル、ヒートテック15着

西陣分団 テント2、テーブル、ＬＥＤライト2

桃薗分団 ヒーター、２口コンロ、アウトドアワゴン、消火器

小川分団 スタンド看板、ウェイト、インクジェット貼、ＬＥＤライト2個

翔鸞分団 アンダーアーマー18着

嘉楽分団 デジタル小電力無線機3、無線機用マイク3、ランタンライト3

正親分団 エアコン（工事費含む）

仁和分団 バックパック11個

出水分団
誘導灯10本、トランシーバー（充電器、バッテリー、イヤホンマイク各２台セット）2セット、特定小
電力用中継器

京極分団 エマージェンシーツール21個、クリップホルダー21個

中立分団 スポーツウェア22着

聚楽分団 キャンピングベッド4、寝袋4、ランタン、ヘッドライト3、ホース巻取機

待賢分団 ＬＥＤワークライト、ＬＥＤヘッドライト16、ベルトクリップ16

北

上京
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平成30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

滋野分団 バックパック11個

春日分団 バックパック8、リールキーホルダー12、タイツ4、ウルトラライトダウン4

応急救護分団 フラットカート、スチール台車

本部 ブーツ5足、非常食セット9セット

新洞分団 ネックウォーマー10、バックパック21

川東分団 拡声器スピーカーセット、ルーフキャリア、工賃（スピーカー取付）

岡崎分団 ストレッチジャケット19着、プリント代、製版代、デザイン代

聖護院分団 バッグ5、誘導棒20本

吉田分団 非常持出セット18点

東山分団 プリンター、純正インク、ＬＥＤランタン15

浄楽分団 活動用シューズ21

北白川分団 車用マグネットシート（デザイン料込）、短靴（男用）3足、短靴（女性用）2足

養正分団 ヘルメット用ヘッドライト12、ヘルメット用ゴーグル12、ヘッドライト固定金具12

養徳分団 バックパック15

修学院第二分団 石油ストーブ、一輪車、テント

葵分団 リュック25

下鴨分団 折り畳み簡易ベッド3、石油ストーブ2、冷蔵庫

松ヶ崎分団 エアコン（工事費込み）

修学院分団 発電機

上高野分団 シェード、チェア、ＬＥＤライト、ＬＥＤライトスタンド、発電機

岩倉南分団 フェイスタオル100枚、Ｔシャツ53枚（型代含む）

明徳分団 チェーンソー2台

岩倉北分団
電子レンジ、キャンピングベッド3、シュラフ5、バッテリー充電器、ＬＥＤランタン2、ＬＥＤヘッドラ
イト10、誘導棒5

八瀬分団 チェーンソー2、コンプレッサー

大原分団 発電機、ヘッドライト10

静原分団 チェーンソー、ホース巻取機、ファクシミリ、クリーナー

市原野分団 テント横幕4（送料含む）、軽量樹脂型開きケースセット

鞍馬分団 発電機2

花背分団 発電機2

久多分団 照明器具5

広河原分団 ＬＥＤ投光器2

応急救護分団 ヘッドライト5

機甲分団 ゴーグルクイックベルト24

本部分団 子供用防火衣2着、子供用防火帽2着、蓄光アームバンド28個、礼装用手袋5個（送料含む）

梅屋分団 防災カレンダー100部、インクカートリッジ

竹間分団 ミニマルチツール22個、ヘッドライト20個

富有分団 ヘルメットリュック17個

教業分団 バックパック12、グローブホルダー5

城巽分団 セーフティホースバンド5個、リトルアンＱＣＰＲ2個

龍池分団 エアーヘッド3個、避難リュックセット6個

初音分団 地デジアンテナ、ワンセグテレビ、充電池、電池スペーサー8、トランシーバー5

左京

上京

中京
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平成30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

柳池分団
ライト付誘導棒16、誘導棒ホルダー16、ハンドメガホン2、消防関係おもちゃ3種類、サーチライ
ト2、無線機ホルスター2、礼式用防寒手袋4、バリアリール3

銅駝分団 防寒ベスト16着

乾分団 非常食アルファ化米200食、水180本（2Ｌ）、誘導灯10本

本能分団 掃除機、掃除機交換専用紙パック、プリンター、消防ホース巻き取り

明倫分団 非常持出セット22セット

日彰分団
花火大会仮説照明設営、パンフレット（550部）、花火（送料込）、グリーンティー一式、軽食代20
人分

生祥分団 発電機

立誠分団 プロジェクター

朱雀第一分団 ゴミ箱、ブックスタンド、収納ケース2個、片袖机、ラジオ

朱雀第二分団 袢纏5着、文字一式

朱雀第三分団 LEDヘッドライト10個、ホース巻き取り１台

朱雀第四分団 パソコン一式、デジカメ１台

朱雀第五分団 パイプイス9脚、机2脚

朱雀第六分団
ＬＥＤ投光器、ランプホルダー、ホルダー用バイス、Ｓ型ホルダー用ＳＵＳカード、投光器用三
脚、形態ライト、

朱雀第七分団 壁面掲示板取付

朱雀第八分団 携帯用ライト５個、会議用テーブル２個、折たたみベット４台、防災カレンダー100部

応急救護分団 本団の申請に内包

機甲分団 本団の申請に内包

本部 メガホン、メガホン用ウエストホルダー、救急セット6、ライト6

粟田分団 ビデオカメラ、Ｔシャツ15枚

有済分団
ＬＥＤヘッドライト14個、充電式投光器2個、ＬＥＤ投光器専用スタンド、消防ホース巻き取りﾀｺﾏ
ﾝ

弥栄分団 活動靴

新道分団 バック16個、カラビナ16個

清水分団 折り畳みチェア5脚セット3個、グローブクリップ13個

六原分団 ＬＥＤ携帯ライト5台、点滅式ライト6台

貞教分団 ホース巻取機、ライト2個、抗菌防臭液21、消火器

修道分団 バッグ3個、ヘッドライト5個、レッグハンド16個、シュレッダー、パンチ

今熊野分団 モバイルスクリーン

一橋分団 かまど4、バーナー台付4、アルミ寸胴、

月輪分団 電動自動車（防犯登録込み）

応急救護分団 ポケットマスク・EMSインナー手袋・キーホルダー・キューマスク各５個

本部+13分団 寝袋、のぼり、ラバーコーン、操法用ゼッケン、ライト

応急救護分団 レインスーツ22セット、防寒ジャンパー5

本団
下京消防団キャラクター着ぐるみ
※開智分団、淳風分団、尚徳分団、稚松分団、皆山分団、大内分団、梅逕分団、安寧分団、
七条分団を内包

12分団 非常食、アルカリ保存水、乾電池

下京

東山

山科

中京
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平成30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

成徳分団 ＬＥＤ投光器2個、レスキューバック2個、ホール固定ベルト6本

醒泉分団 黒短靴3足、パンプス2足、ソックス40足

応急救護分団 活動用運動靴6足

機甲分団 ライト4個、乾電池20（4本入）

本部 広報用ポケットティッシュ（データ作成料含む）4,000個

ジュニア消防団指導隊 ポロシャツ18枚、ワッペン18枚

カラーガード隊 デジタルプリントフラッグ10枚

山王分団 テーブルコンロ、換気扇、ＬＥＤライト、乾電池

陶化分団 ロッカー

東和分団 ビデオカメラ、ブルーレイレコーダー

弘道分団 器具庫詰所塗装（広報用）、短靴3足

九条分団 地デジアンテナ（工事費含む）、棚、シャッターケース作成

塔南分団
クーラーボックス、ホース巻取機、誘導棒20、誘導棒ホルダー20、手袋ホルダー20、拍子木（送
料含む）3、黒短靴

南大内分団 ライト携帯9

南梅逕分団 ビデオカメラ、カメラプロテクター、ケース、三脚、シュレッダー

唐橋分団 ビデオカメラ、ビデオカメラ用ケース、エンジン刈払機

上鳥羽分団 照明器具（取り付け費用含む）、災害情報受信用テレビ（配線工事費含む）

吉祥院分団 折り畳みベッド3、Ｔシャツ30枚、ＬＥＤ誘導灯8本

久世分団 活動用運動靴ケース52個、バッグ52個

応急救護分団 申請無し

機甲分団 ヘッドライト12個

本部
ポスタースタンド、テーブル、ロゴマーク作成、ヘルメット、防水バッグ、腰サポーター、シャツ、
パンツ、ランタン、ソーラーチャージャー、パソコン

花園分団 ビデオカメラ、メモリーカード、三脚、ブルーレイプレイヤー、ＨＤＭＩケーブル

御室分団 キャンピングベッド、敷きパッド2点セット３セット

宇多野分団
液晶テレビ、石油ストーブ、カセットコンロ2、カセットコンロ用ガス5、非常食セット2、トイレ非常
用袋3、携帯浄水器、非常用水24本3セット、非常食5缶

安井分団 ビデオカメラ、バッテリー、ケース、三脚

山ノ内分団 ＬＥＤヘッドライト15個、操法用ゼッケン、赤旗、ホースバンド2枚、カラーコーン

西院第一分団 シュミレーター、ＡＥＤトレーナー

西院第二分団 ライト19個

太秦分団
非常食198食分、非常用トイレ、テント、サーマルシート、カセットコンロ、カセットガス、ウォー
タータンク、水、ようかん、送料

南太秦分団 トレーナー（プリント、名前入り）11枚

常磐野分団 バックパック8

嵯峨野分団 ＬＥＤシーリングライト、ウォールライト改修（配線工事込み）、ラジオ、はしご

梅津分団 申請無し

西京極分団 バックパック21個、啓発用ボールペン300本セット

葛野分団 ポスタースタンド2個、重石4個、加湿器、テント

南

下京

右京
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平成30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

嵯峨分団 消火器12台、消火器ボックス2台、リサイクルシール12枚、送料

高雄分団 洗浄機、発電機、送料

水尾分団 充電式ＬＥＤ投光器

愛宕分団 充電式ＬＥＤ投光器23個

黒田分団 安全長靴21足（送料込み）、インソール21枚

山国分団 防災ヒップウェーダー3着、マルチクリップ5個、発電機3機、短靴6足

弓削分団
ヘッドライト72個、ライト8本、無線機ホルダー8個、スマートフォンホルダー８個、イージークリッ
カー

周山分団 ホース巻取機、空調機、室外機用架台

細野分団 発電機

宇津分団 テレビ、電子適温ボックス、クーラーボックス

応急救護分団 申請無し

機甲分団 申請なし

本部 ヘッドライト2個、ゴーグル5個

ジュニア消防団指導隊 コート（デザイン料込）27着

嵐山東分団 ウィンドブレーカー15着

松尾分団 ＬＥＤヘッドライト21個

松陽分団
スチールラック、テプラー3、乾電池68本、クリーナー、電気ケトル、オーブントースター、扇風
機、コピー用紙500枚5セット、草刈り機

桂川分団 ホース巻取機、ＦＡＸ、インク2

桂分団 Ｔシャツ（プリント代含む）28着

桂東分団 アルファ化米300食

川岡分団 非常食14食セット11人分

川岡東分団 空気清浄機、セーフティーホースバンド4、グローブ携行ホルダー12、消火器4個

樫原分団 パソコン一式、ＵＳＢ

大枝分団 トートバッグ、消防ホース巻取りタコマン

桂坂分団 発電機

新林分団 空気清浄機、エアチェックプラグ式

区民運動会昼食代、イベント昼食代、Ｙシャツ、パソコン、プリンタ、インク

ライトタープ6個、パイプ椅子25脚、テーブル5個

桂徳分団 チェーンソー、ヘッドライト8個

福西分団 ヘッドライト10

応急救護分団 ウィンドブレーカー7着

機甲分団 バッグ5、ショルダーバッグ5

本部 応急簡易ベッド3、寝袋

稲荷分団 看板カバー、扇風機

砂川分団 トレーニングマネキン、ＡＥＤトレーナー、人工呼吸マスク

深草分団 タイツ12枚、ベスト12枚、ウェアラブルメモ12枚

藤ノ森分団 短靴25足、女性靴5足

竹田分団 Ｔシャツ40枚

住吉分団 備蓄食糧（飲料水、パックご飯、カロリーメイト、コーヒー、切り餅、即席麺）

板橋分団 寝袋15、防水通気靴下6、インクカートリッジ3

南浜分団 充電式ＬＥＤ投光器5台、充電式ライト8本

桃山分団 折りたたみチェア13脚（配送、設置費込み）、ホース巻取機、ホース固定ベルト4個

下鳥羽分団 オフィスチェア、会議イス5脚、電子メモパッド26台

大原野分団

伏見

西京

右京
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平成30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

向島分団 Ｔシャツ23枚、物置

醍醐分団
工場扇、オペレーションコントロールホルダー2個、撥水紙2個、加圧ボールペン2本、簡易寝袋
6個、クッションマット4個、非常食、防水トランクカーゴ2個、短靴12足

醍醐池田分団 寝袋6

春日野分団 リュックサック31個、災害用トイレ2

日野分団 Ｔシャツ36枚

小栗栖分団 筒型スリーピングバック2個、キャンピングベッド2個、掲示板（鍵付き）2枚

横大路分団 リュックサック10

納所分団 マルチツールナイフ32個

久我分団 ノートパソコン、インク、電子レンジ、パソコン設定

羽束師分団 ヘッドライト10個、ゴーグルクリップ、ゴーグル

淀分団
備蓄（水）35ケース、ブルーシート21枚、寝袋インナーシーツ5枚、マット、シュラフ、折り畳み
ベッド2個、キャンプマット2枚、パーカー37着

応急救護分団 ウインドブレーカー7着、ネックウォーマー7着

伏見
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