
活動・取組 経費内容

向 日 市 6
消防団の活動環境改善 Tシャツ半袖150着、Ｔシャツ長袖150着、ビデオカメラ1

台、ホース巻取機2基、レーザー距離計1台

長 岡 京 市 5
消防団の活動環境改善 ゴーグル150個、ヘッドライト150個、シリコンバンド150

個
大 山 崎 町 3 消防団の活動環境改善 バス借り上げ代（3箇所3台分）
八 幡 市 4 消防団の活動環境改善 編み上げ安全靴316足

京 田 辺 市 5
消防団の活動環境改善 ジャンバー50着、Ｔシャツ（2種類）各50着、ホースブ

リッジ5セット、ロープ式安全帯60個、合図灯60個、テ
ント2張

井 手 町 2 消防団の活動環境改善 ヘッドライト247個

宇 治 市 6

消防団の活動環境改善 Ｔシャツ373着、ドライブレコーダ7台、発電機1台、革手
袋51双、ヘッドライト74個、ヘッドライト一式42個、リフ
ター1台、ＥＴＣ機器1台、安全ベスト15着、オリジナル
バッグ34個、白手袋34双

城 陽 市 6
消防団の活動環境改善
詰所等の改善

ヘルメットインリュック10個、テント1張、救命胴衣275
着、ビデオカメラ一式2セット、カメラ一式7セット、冷凍
庫1台
手袋87双、カラーコーン10個、コーンヘッド10個、消防
団啓発ＤＶＤ作成委託費、カメラ1台、バッテリー1台、
三脚1台、動画再生ソフト1台、外付けＨＤＤ1台、動画
編集ソフト１台
（追加申請）救命胴衣117着

宇 治 田 原 町 2 消防団の活動環境改善 ジャンパー47着、Tシャツ411着
精 華 町 4 消防団の活動環境改善 防寒衣139着
木 津 川 市 9 消防団の活動環境改善 耐切性手袋730双、Ｔシャツ（各2枚）730人分
笠 置 町 2 消防団の活動環境改善 編み上げ安全靴93足
和 束 町 4 消防団の活動環境改善 編み上げ安全靴204足
南 山 城 村 2 消防団の活動環境改善 編み上げ安全靴147足
亀 岡 市 20 防火手袋899双

（追加申請）キャリングアンプ一式1セット、デジタルカメ
ラ一式1セット、操法用ホース9本、操法用管鎗3本、操
法用ノズル3個、吸管バンド3本、ホースバンド10枚、折
り畳みテーブル1台、折り畳みコーン3台、耐切性手袋
1双

南 丹 市 本団・女性分団 消防団の活動環境改善 手袋4双、パソコン1台

日吉支団

消防団の訓練・研修
消防団の活動環境改善

軍手768双、真砂土、ブルーシート2枚、鉄杭32本、た
こ槌3丁、お茶370本、手袋34双、信号灯14本、土のう
3800枚、トランシーバー32台、スピーカーマイク32台、
電池16個

八木支団

消防団の活動環境改善
消防団の訓練・研修
詰所等の改善

雨衣41着、ヘッドライト105個、長靴15足、提灯9個、テ
レビ1台、発電機1台、車庫シャッター修繕費、プリン
ター1台、プリンター用インク3個、訓練用操法ホース3
本、消火栓用ホース4本、無線機12台、弁当35個、広
報誌印刷代（4,700部）

園部支団
消防団の活動環境改善 編み上げ安全靴92足、雨衣100着、LEDライト5個、テ

ント3張、防寒着33着、長靴7足

美山支団
消防団の活動環境改善
消防団の訓練・研修

訓練用ホース4本、テント6張、机4台、折り畳み椅子6
脚、防寒衣1着、手袋54双、Ｔシャツ53着、分団旗収納
ケース1個、雨衣63着

京 丹 波 町 16 消防団の活動環境改善 救助用半長靴831足
福 知 山 市 三和支所消防隊 消防団の活動環境改善 訓練旗一式、ケブラー手袋7双

下夜久野分団
消防団の活動環境改善
消防団の訓練・研修
詰所等の改善

操法用ホース3本、水槽1個、机1台、椅子一式、ディス
クカッター１個、プリンター用インクカートリッジ12個、
棚1個、ほうき3本、ちりとり1個、紅白手旗1組

金谷分団 消防団の訓練・研修 水槽1式、テント1式、ジェットシューター3式

大江支所消防隊
消防団の活動環境改善 ＬＥＤライト１台、電動インパクトレンチ1台、耐圧ホース

リール2個、ホースジョイント1個
有路下分団 消防団の活動環境改善 編み上げ靴44双

上豊分団
詰所等の改善
消防団の訓練・研修
消防団の活動環境改善

テレビ3台、アンテナ3台、取付金具3個等、冷蔵庫1
台、訓練用消火器10本、Tシャツ98枚、プリント代等98
枚

西中分団 消防団の活動環境改善 雨衣33着、反射シート33着
雲原分団 消防団の活動環境改善 Ｔシャツ（白44・青44着）、色替え代
佐賀分団 消防団の活動環境改善 Ｔシャツ等51枚

雀部分団
詰所等の改善
消防団の活動環境改善

ヘッドライト25個、エアコン1台、冷蔵庫1台

団本部 消防団の活動環境改善 ベルト7本、クーラーボックス2個

河守分団
消防団の活動環境改善
消防団の訓練・研修

ヘッドライト20個、ホース巻取機2台、水槽1台、巻尺1
個、のぼり旗12枚、雨衣8着

平成27年度 わがまちの消防団強化交付金（団員数×5000円）交付状況

事　業　の　主　な　内　容分団名
又は分団数

市区町村名

久 御 山 町 3

消防団の活動環境改善
消防団の訓練・研修

消防団の活動環境改善



活動・取組 経費内容
事　業　の　主　な　内　容分団名

又は分団数
市区町村名

中夜久野分団
消防団の訓練・研修
消防団の活動環境改善

操法用ゼッケン5枚、旗3本、腕章6枚、漏水止め応急
バンド6個、広報誌発行費2回分、ヘッドライト20台、乾
電池、プリンターインク4個

中六分団
消防団の活動環境改善
詰所等の改善

テント2台等、エアコン一式

有路上分団 消防団の活動環境改善 のぼり旗1セット等、雨衣35着、プリント代

細見分団
消防団の活動環境改善
消防団の訓練・研修

バルーン投光器１台、ランプスクリーン1個、ＬＥＤライト
1台

上夜久野分団
消防団の活動環境改善
消防団の訓練・研修

階梯操法用資材（木材等）、雨衣21着、コピー用紙
（500枚入）8セット

大正分団 消防団の活動環境改善 雨衣49着

上六分団
消防団の活動環境改善
詰所等の改善

雨衣24着、プリント代24着、高圧洗浄機1台、物置1台

河西分団
消防団の活動環境改善
詰所等の改善

エアコン一式等、会議用座卓4台、テーブル3台

菟原分団
消防団の活動環境改善
詰所等の改善

雨衣80着、棚1式

下川分団 消防団の活動環境改善 雨衣37着、プリント料金等
消防団の活動環境改善
消防団の訓練・研修
消防団の地域連携

ヘッドライト25個、テント1組、Tシャツ5枚、地域行事用
物品、車載バッテリー充電器1個、土のう用砂、土のう
用保管箱一式
（追加申請）テレビ1台

三岳分団
消防団の訓練・研修 訓練用消火器3本、背負い式消火水のう6個、ホース

巻取機1基、吸着マット1箱
消防団の活動環境改善 <内容変更前>託児サービス代（通年、57回分）

<内容変更後>
託児サービス代（通年、9回分）、ＤＶＤ作成費

河東分団 消防団の活動環境改善 のぼり旗42組、雨衣21着
中央分団 消防団の活動環境改善 雨衣74着
金山分団 消防団の活動環境改善 発電投光器1台、革手袋49着、コートブラシ2台

修斉分団
消防団の活動環境改善
消防団の訓練・研修

LED充電ライト2台、三脚スタンド2台、操法ホース3本、
操法用管そう1本、操法用ノズル1個、棚板3枚等

上川分団
消防団の活動環境改善
詰所等の改善
消防団の地域連携

消防団映画作品貸出料、展示用ショーケース1台、
広報誌発行費2回分、火災予防看板4枚、分団車庫表
札3枚、弁当45個

夜久野支所消防隊 消防団の活動環境改善 バーナー1台、フェイスプロテクター5個

河守上分団
消防団の活動環境改善
消防団の訓練・研修

雨衣36着、分団旗用トランク1個、テント1張

下六分団
消防団の活動環境改善 フェンスカッター5個、ボルトクリッパー5個、車載バッテ

リー充電器5台、防火服用ベスト7着、スライド式台座
14枚

川合分団
消防団の活動環境改善
消防団の訓練・研修

タブレットパソコン2台、キーボード2台、タープ1張

ﾌｧｲﾔｰｴﾝｼﾞｪﾙｽﾌｧｲ
ﾔｰｶﾞｰﾄﾞ隊

消防団の活動環境改善 フローティングベスト5着、防災グッズ30個

舞 鶴 市 西 消防団の活動環境改善 Tシャツ（各2枚）37人分、手袋37双
余内 消防団の活動環境改善 雨衣27着
池内 消防団の活動環境改善 消防用長靴64足、手袋60双
中筋 消防団の活動環境改善 雨衣38着
高野 消防団の活動環境改善 雨衣35着
四所 消防団の活動環境改善 雨衣33着

岡田上
消防団の活動環境改善 ＬＥＤヘッドライト19個、反射式合図灯4本、トランシー

バー6台、ハンドメガホン2台
岡田中 消防団の活動環境改善 Ｔシャツ72着、ＬＥＤライト15個、高圧洗浄機1基

岡田下
消防団の活動環境改善 旗70枚、パソコン1台、プリンター1台、カメラ1台、ビデ

オカメラ1台
八雲 消防団の活動環境改善 雨衣50着
神崎 消防団の活動環境改善 防水ハンドライト41個
西大浦 消防団の活動環境改善 救命胴衣50着、救命浮輪20個、革手袋165双

朝来
消防団の訓練・研修
消防団の活動環境改善

仮設照明設備一式、長靴9足、安全ベスト8着、ストカ
ゴセット（吸管ストレーナー）2個

志楽
消防団の活動環境改善 雨衣38着、防水ハンドライト23個、電池23個、安全ベ

スト12着

祖母谷
消防団の活動環境改善
消防団の訓練・研修
詰所等の改善

投光器9台、電工ドラム9台、小幟り3枚

与保呂
消防団の活動環境改善
消防団の訓練・研修
詰所等の改善

ＬＥＤ作業灯1台、コードリール3台、横幕１枚、旗50枚、
のぼり竿50本、旗止キャップ50個

中
消防団の訓練・研修
詰所等の改善

ロッカー4台、訓練用長靴5足

庵我分団
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活動・取組 経費内容
事　業　の　主　な　内　容分団名

又は分団数
市区町村名

東
消防団の活動環境改善
消防団の訓練・研修

ＬＥＤ作業灯3台

東大浦
消防団の訓練・研修
詰所等の改善

テント16張、ベンチ60脚、コードリール9台

南
消防団の活動環境改善
詰所等の改善

掃除機1台、ツールセット1セット、プリンターインク2
個、防寒着32着

綾 部 市 12 消防団の活動環境改善 ヘッドライト896個、安全靴896足、旗一式261本
宮 津 市 7 消防団の活動環境改善 耐切性手袋449双、Ｔシャツ449人分
与 謝 野 町 13 消防団の活動環境改善 消防団徽章356個、救助用半長靴256足
伊 根 町 2 消防団の活動環境改善 ケブラー手袋152双、革手袋152双
京 丹 後 市 25 消防団の活動環境改善 安全靴967足、ヘルメット1581個
京 都 市 北 区 鳳徳分団 詰所等の改善 テレビ1台、据付器具1台

柏野分団
消防団の活動環境改善 ブルーレイデッキ1台、インクリボン6個、ヘッドライト6

個
待鳳分団 消防団の活動環境改善 短靴24足
大宮分団 消防団の活動環境改善 ヒートテック（各種29着ずつ）
金閣分団 詰所等の改善 クリーナー2個
出雲路分団 詰所等の改善 広報看板の取替え、コンセント及び目張り工事
大将軍分団 消防団の活動環境改善 ダウンベスト16着
楽只分団 詰所等の改善 テレビ1台
元町分団 消防団の活動環境改善 電動アシスト自転車一式

雲ヶ畑分団
消防団の活動環境改善 投光器10個、投光器用三脚5個、延長コード、クーラー

ボックス2個、保冷剤3個
上賀茂分団 消防団の活動環境改善 投光器一式、照明器具一式
鷹峯分団 消防団の活動環境改善 マルチツールハントマン25個
紫竹分団 詰所等の改善 冷蔵庫1台
紫明分団 消防団の活動環境改善 ノートパソコン1台

中川分団
詰所等の改善 冷蔵庫1台、温冷蔵庫1台、カーペット1枚、パネルヒー

ター1台、足温器1台、コード1個
衣笠分団 消防団の活動環境改善 ヘッドライト15個
応急救護分団 消防団の活動環境改善 ボストンバック3個
本団 消防団の活動環境改善 ウルトラライトダウンジャケット5着
柊野分団 詰所等の改善 ストリーマー空気洗浄機2台
小野郷分団 消防団の活動環境改善 ダウンジャケット19着
紫野分団 詰所等の改善 冷蔵庫1台

京都市上京区 本団 消防団の活動環境改善 団旗17枚、国旗17枚

仁和分団
消防団の活動環境改善
詰所等の改善

短靴11足、ＬＥＤランタン1個

翔鸞分団 消防団の活動環境改善 ダウンベスト15着、温感肌着（各2枚）15人分

京極分団
消防団の活動環境改善
詰所等の改善

掲示板改修費、短靴1足、プリンター用トナー2個

待賢分団 消防団の活動環境改善 短靴11足、ヘッドライト5個
西陣分団 消防団の活動環境改善 トレーナー14着、プリント代14着、カラープリンター1台
桃薗分団 詰所等の改善 扉改修費、救急箱1個
乾隆分団 消防団の活動環境改善 プリンター1台、トナーカートリッジ1個
室町分団 消防団の活動環境改善 短靴6足、広報用看板材料費
滋野分団 詰所等の改善 テレビ1台

嘉楽分団
消防団の活動環境改善
詰所等の改善

ショルダーバック4個、短靴7足、ガス給湯器１台、
電池単３（10本入り）21セット

応急救護分団 消防団の活動環境改善 DVDプレーヤー1台

正親分団
消防団の活動環境改善
詰所等の改善

短靴3足、立て看板作成費

出水分団
消防団の活動環境改善 短靴17足、グローブホルダー7個、ホイッスル1個、消

火器7個、プリンター用トナー1個
春日分団 消防団の活動環境改善 ビデオカメラ1台
成逸分団 消防団の活動環境改善 短靴8足
小川分団 消防団の活動環境改善 短靴13足、ヘッドライト19個

聚楽分団
消防団の活動環境改善 災害少人数用救急箱1個、救急セット13個、保存水15

個
中立分団 消防団の活動環境改善 ウィンドブレーカー20着、プリント代20着

京都市左京区 29 消防団の活動環境改善 鉄道車両ラッピングフィルム費
京都市中京区

城巽分団
消防団の活動環境改善 ビデオカメラ3台、SDカード3枚、テント1張、資機材ホ

ルダー20個、誘導ライト15本、誘導棒ホルダー20個

梅屋分団
消防団の活動環境改善
消防団の訓練・研修

防火ポスター作成費100枚、ホース巻取機一式、アル
ファ化米（12食）3セット

竹間分団
消防団の活動環境改善 ホース巻取機一式、工具セット一式、低水位ストレー

ナー1基、送俳風機一式

日彰分団
消防団の地域連携 広報チラシ、消防団ブース出展費、教材用花火、夜間

照明
乾分団 消防団の活動環境改善 アルファ化米（4種類）各50食、水180本、缶詰100個

応急救護分団
消防団の活動環境改善 プリンター1台、インクカートリッジ2個、カラーペーパー

3箱



活動・取組 経費内容
事　業　の　主　な　内　容分団名

又は分団数
市区町村名

朱雀第二分団 消防団の訓練・研修 ＡＥＤトレーナー2台、簡易型模型人体2体
朱雀第三分団 消防団の訓練・研修 訓練用消火器5台、接続金具5式
朱雀第四分団 消防団の地域連携 広報誌、教材用花火等

朱雀第五分団
消防団の地域連携
消防団の活動環境改善

水ピストル消火器56個、カラーブルゾン22枚、ライト20
個

朱雀第六分団 詰所等の改善 テレビ1台

朱雀第八分団
消防団の活動環境改善 ハンドメガホン3個、心肺蘇生音声誘導機23個、トラン

シーバー4個、小型スピーカマイク4個等

柳池分団

消防団の活動環境改善 非常時持ち出し袋15セット、ウォータータンク15個、
ハーフケット15枚、ブルーシート15枚、ポリ袋3袋、ビ
ニール袋1袋、軍手（12双）6セット、布テープ15個、PP
テープ15個、食品用ラップ15個

本部
消防団の活動環境改善 アルカリ電池単２（１００本入）2セット

アルカリ電池単３（４００本入）1セット
銅駝分団 詰所等の改善 テレビ1台、アンテナ1台、配線工事、その他材料費等
立誠分団 詰所等の改善 エアコン1台

初音分団
消防団の活動環境改善
消防団の地域連携

セーフティ防水ポーチ入りアルミブランケット200個、誘
導棒10本、グローブホルダー15個、無線機ハーネス1
個

冨有分団 消防団の活動環境改善 アンダーウェアタイツ18着
本能分団 消防団の活動環境改善 装備品用バッグ20個
教業分団 消防団の活動環境改善 ポロシャツ16着、Tシャツ16着、プリント代等
龍池分団 消防団の活動環境改善 ポロシャツ20着、Tシャツ20着、プリント代等

明倫分団
詰所等の改善
消防団の活動環境改善

掃除機1台、コピー機1台、誘導棒25本、誘導棒ホル
ダー25個

京都市東山区 月輪分団 消防団の活動環境改善 短靴18足
今熊野分団 消防団の活動環境改善 短靴15足
本団 消防団の活動環境改善 テーブル1台、椅子5脚
弥栄分団 消防団の活動環境改善 電動アシスト自転車1台
貞教分団 消防団の活動環境改善 短靴19足
新道分団 消防団の活動環境改善 短靴14足
有済分団 消防団の活動環境改善 短靴15足
応急救護分団 消防団の活動環境改善 短靴5足
六原分団 消防団の活動環境改善 短靴19足

一橋分団
消防団の活動環境改善 紳士用短靴16足、女性用短靴5足、ホース巻取機1

台、セーフティホースバンド6個
修道分団 消防団の活動環境改善 短靴16足
粟田分団 消防団の活動環境改善 短靴16足
清水分団 消防団の活動環境改善 短靴19足

京都市山科区 14 消防団の活動環境改善 短靴231足
応急救護分団 消防団の活動環境改善 トレッキングシューズ（運動靴）4足

京都市下京区 郁文分団 消防団の活動環境改善 Tシャツ（2種類）各20着、刺繍加工費

植柳分団
消防団の訓練・研修 AEDトレーニングマネキン1台、消火器2本、ホース固

定バンド6個

皆山分団
消防団の活動環境改善
詰所等の改善

ビデオカメラ用ＳＤカード1枚、ＤＶＤ－ＲＷ（5枚入り）2
セット、トイレウォシュレット取付工事費

光徳分団 消防団の活動環境改善 ウィンドブレーカー13着

淳風分団
消防団の活動環境改善 ホース巻取機1台、セーフティホースバンド5本、コーン

2個、コーンウェイト2個、誘導灯5個
修徳分団 詰所等の改善 冷蔵庫1台、毛布24枚

格致分団
消防団の活動環境改善 セキュリティーホイッスル10個、クリップチェーン10個、

投光器１基、LEDワークライト2個、拍子木2本、プリン
ターインク2個

崇仁分団 消防団の活動環境改善 タクティカルバック（装備品収納バック）16個

尚徳分団
消防団の活動環境改善
詰所等の改善

テレビ1台、ビデオカメラ1台、ＤＶＤプレーヤー1台

醒泉分団 消防団の活動環境改善 非常用持ち出し袋9名分、短靴3名

菊浜分団
消防団の活動環境改善 LEDワークライト13個、ハンディミニライト13個

LEDバイザーライト13個、シグナルライト13個
七条第三分団 消防団の活動環境改善 ボールペン（名入り）500本
開智分団 詰所等の改善 広報看板１式、取付工事費
有隣分団 消防団の活動環境改善 防火カレンダー印刷費1000枚
豊園分団 消防団の訓練・研修 消防隊カレー（非常食）23食

西大路分団
消防団の活動環境改善
消防団の地域連携

フェイスタオル（プリント有）94枚

梅逕分団
消防団の活動環境改善
詰所等の改善

リュック8個、椅子30脚

稚松分団
消防団の活動環境改善 投光器2個、投光器用スタンド1個、資機材ホルダー1

個、Ｔシャツ14着
永松分団 消防団の訓練・研修 AEDトレーナー1台
本部 消防団の活動環境改善 タクティカルバック（装備品収納バック）5個
安寧分団 消防団の活動環境改善 ライト9個



活動・取組 経費内容
事　業　の　主　な　内　容分団名

又は分団数
市区町村名

成徳分団 消防団の活動環境改善 救急隊員用シューズ7足
応急救護分団 消防団の活動環境改善 エマージェンシーバック（非常用持ち出し袋）6セット
大内分団 消防団の活動環境改善 アルファ化米（2種類）各125食、拍子木5本

七条分団
消防団の活動環境改善 エマージェンシーレスポンスバック（装備用収納バッ

ク）7個
京 都 市 南 区 ｶﾗｰｶﾞｰﾄﾞ隊 消防団の活動環境改善 フラッグ8個

応急救護分団 消防団の活動環境改善 防寒衣6着
13 消防団の活動環境改善 短靴245足

京都市右京区 梅津分団 消防団の活動環境改善 ビデオカメラ1組、パソコン用メモリ1式

太秦分団
詰所等の改善
消防団の活動環境改善

ホワイトボード1枚、ミニライト21個、カラーコーン1個

西院第一分団
詰所等の改善
消防団の活動環境改善

電気設備工事費、グラブフリップ24個、セーフティホー
スバンド6個

西京極分団 消防団の活動環境改善 ヘッドライト20個

西院第二分団
消防団の活動環境改善 ホースリール1個、グローブホルダー30個、ホースバン

ド3個、Ｔシャツ30着
嵯峨分団 詰所等の改善 ＬＥＤライトバー9台、コンセント
御室分団 詰所等の改善 テレビ1台、ブルーレイプレイヤー1台、壁掛金具1個等
花園分団 消防団の活動環境改善 テレビ1台、ＤＶＤレコーダー1台、ヘッドライト14個
葛野分団 消防団の活動環境改善 タクティカルバック（装備品収納バック）14個

安井分団
消防団の訓練・研修
消防団の活動環境改善

ホース巻取機、ホースバンド3個、ゼッケン5枚、紅白
旗、ライト2個、アルファー米(12食×2)等

山ノ内分団 消防団の活動環境改善 パソコン1台

常磐野分団
消防団の活動環境改善
詰所等の改善

ポスト1台、シュレッダー1台

嵯峨野分団 詰所等の改善 詰所床修繕工事

愛宕分団
消防団の訓練・研修
消防団の活動環境改善

セーフティホースバンド3個、ヘッドライト22個

黒田分団
消防団の訓練・研修
消防団の活動環境改善

トランシーバー2台、スピーカマイク2個、ホース巻取機
1台、操法用ゼッケン1セット、ホースバンド3個

弓削分団
消防団の活動環境改善
詰所等の改善
消防団の訓練・研修

トランシーバー8台、小型スピーカマイク8台、ホース巻
取機1台、セーフティホースバンド3本、パソコン1台、プ
リンター1台、掃除機1台

宇津分団 消防団の活動環境改善 ＬＥＤヘッドライト16個

細野分団
消防団の活動環境改善
詰所等の改善

ヘッドライト24個、ランタン2個、物品棚1台

南太秦分団
消防団の訓練・研修
消防団の活動環境改善

ホース巻取機1台、メガホン2個、ヘッドライト3個、充電
器1個、充電式電池単３（1セット）、単４（2セット）

宇多野分団 消防団の活動環境改善 エアマット入り防災セット23個

周山分団
消防団の活動環境改善 トランシーバー17個、イヤホンマイク5個、小型スピー

カーマイクロホン11個、ラジオハーネスダブルアジャス
ター9個

高雄分団 詰所等の改善 物置1台、設置費

本部
消防団の活動環境改善 防寒ハイネックロングスリーブ10着、防寒ロングパンツ

5着、無線機ポケット5個、人工呼吸用シート1個

山国分団
消防団の活動環境改善 トランシーバー16台、小型スピーカーマイクロホン16

個、高圧洗浄機2台
京都市西京区 応急救護分団 消防団の訓練・研修 シューズ5足、シューズケース5個

桂川分団 消防団の活動環境改善 ヘッドライト16個
嵐山東分団 消防団の活動環境改善 短靴18足

詰所等の改善 椅子6脚、ＩＨ調理器1台、フィルター2個
消防団の活動環境改善 （追加申請）シュレッダー1台、インク12個、防水スプ

レー10個、弁当82個、お茶82本
川岡分団 消防団の活動環境改善 ＬＥＤライト11個、単３電池（12本入り）6セット
大枝分団 消防団の活動環境改善 ポロシャツ24枚、LEDライド24個
松尾分団 消防団の活動環境改善 ＢＤプレーヤー1台、金庫1個、網戸一式
川岡東分団 消防団の活動環境改善 ハンガーラック１台、掃除機１台、殺虫器
福西分団 詰所等の改善 カーペット、ブラインド

松陽分団

消防団の活動環境改善
詰所等の改善
消防団の地域連携

ＬＥＤ指示バトン5個、ＬＥＤハンドライト5個、アルカリ電
池、照明用延長コード、椅子10個、レターケース2個、
ゴミ箱2個、ホワイトボード2個、消火器1個、結束バンド
5個、ホースバンド3個、ミニコーン10個、伸縮コーン
バー4個、草刈り機2個

詰所等の改善
消防団の地域連携

イラストデザイン費、シャッター加工費、消防団イラスト
入り煎餅等

消防団の活動環境改善 （追加申請）グローブホルダー20個

桂分団 消防団の活動環境改善 アルバム13個

新林分団
消防団の活動環境改善
消防団の訓練・研修

Ｔシャツ20枚、テント1個、カラーコーン5個

本団 消防団の訓練・研修 竿付のぼり3本、折りたたみ作業台1台
樫原分団 詰所等の改善 床下地補修費、絨毯20ｍ

大原野分団

桂坂分団



活動・取組 経費内容
事　業　の　主　な　内　容分団名

又は分団数
市区町村名

桂徳分団

消防団の活動環境改善 無線機電源供給機1台、バッテリーパック1個、急速充
電器1台、ハードケース1台、防水型ハンディースピー
カー1台、変換ケーブル1台、電池充電器（16本入り）1
セット、単３電池（8本入り）2セット

京都市伏見区 稲荷分団 詰所等の改善 広報看板１式、取付工事費
砂川分団 消防団の活動環境改善 パソコン1台
下鳥羽分団 消防団の活動環境改善 ネックウォーマー27個

消防団の地域連携 うちわ作成費（400枚）
詰所等の改善
消防団の訓練・研修

（追加申請）備蓄毛布（10枚入）1個、シュラフ5個、バッ
ク2個、グローブホルダー30個、アルファ化米（12食入）
1個、保存缶10個、短靴5足

消防団の地域連携 うちわ作成費（400枚）
詰所等の改善
消防団の訓練・研修

（追加申請）ＩＨクッキングコンロ1台、コンロ台1台、ＩＨ
仕様鍋3個、ＩＨ仕様やかん2個、非常食備蓄食料3種
類（50食入）2ケース

淀分団 消防団の活動環境改善 非常用電源バッテリー51台、救急キット6個
消防団の地域連携 うちわ作成費（400枚）
消防団の活動環境改善 （追加申請）ボディバック21個

消防団の地域連携 うちわ作成費（400枚）
消防団の活動環境改善 （追加申請）非常持ち出し袋21個、缶パン21個、三角

布21個、紙食器セット21個、軍手21個、携帯ラジオライ
ト21個、誘導棒ホルダー7本、ライト付誘導棒7本

消防団の地域連携 うちわ作成費（400枚）
詰所等の改善 （追加申請）冷蔵庫1台

久我分団 消防団の訓練・研修 消火器38個

板橋分団
消防団の活動環境改善 点滅ライト23個、ＬＥＤ強力ライト23個、各種電池28

本、テプラテープ5個、ＳDカード１枚、インクカートリッ
ジ2個

羽束師分団 消防団の活動環境改善 インナーシャツ28着
本団 消防団の訓練・研修 人口芝3m
住吉分団 消防団の活動環境改善 非常食各11ケース、水22ケース
竹田分団 詰所等の改善 手洗器取替え工事費

藤ノ森分団
消防団の活動環境改善
詰所等の改善

短靴5足、折り畳みテーブル2台

深草分団
消防団の活動環境改善
消防団の訓練・研修

防寒ハイネックロングスリーブ12枚
ボース巻取機1基

横大路分団 消防団の活動環境改善 非常用持ち出し袋13個

南浜分団
詰所等の改善 冷蔵庫１台、物置１台、結束テープ4個、インシュロック

500本、パソコンラック1台、トナー1個

納所分団
消防団の活動環境改善
詰所等の改善

ハンズフリー拡声器3台、暖房機1台

桃山分団
消防団の活動環境改善 イベントブルゾン31着、発熱防風ネックウォーマー31

着
応急救護分団 消防団の活動環境改善 ＬＥＤライト10個、万能ばさみ10個

向島分団
消防団の活動環境改善
詰所等の改善

ブリンタ－用インクカートリッジ5個、業務用クリーナー1
台、業務用財布1個、缶ウォーマー1台、冷蔵庫1台、
シュレッダー1台、電子レンジ1台、机1台、椅子1脚

小栗栖分団

醍醐分団

醍醐池田分団

春日野分団

日野分団


