
向 日 市 6 ヘッドライト67個、ハンドライト7個、冷蔵庫1台、折りたたみイス35脚、イス用台車1台

長 岡 京 市 5
Tシャツ２枚セット300枚、デジタル簡易無線機2基、防水スピーカーマイク2個、リチウムイオン電池2個、充電器2
個、キャリンケース2個

大 山 崎 町 3 他地域視察研修バス代

宇 治 市 6

団幹部研修費、ワイヤレスマイク2個、ワイヤレスアンプ1個、排水ダー1個、テント1個、アルミリヤカー1台、ストッ
プウォッチ4個、ビデオカメラ一式、安全中継媒介3個、ノズル1個、プリンターインク4個、ＤＶＤディスク1枚、ヘル
メットインリュック45個、ＬＥＤ協力灯及び乾電池一式、防災ウェーダー6個、防災用コンボキット一式、防寒ベスト1
着、防火注意喚起看板18枚（作業費含）、充電ＬＥＤ投光器8個、救急セット31セット

城 陽 市 6 救助用エアージャッキ6セット、チェーンソー保護具6セット、携帯用投光器1台、口答活動用スニーカー10足

久 御 山 町 2 ヘルメット195個

八 幡 市 4 自立式LED投光器2台、投光器用キャリングバック2個、皮手袋３１８個

京 田 辺 市 5
脚絆5セット、操法用ゼッケン1枚、投光器1台、発電機1台、丸形組立水槽2台、操法用ホース9本、消防用ホース5
本、簡易テント2張

井 手 町 2 トランシーバー45台、防水スピーカーマイク23基、ハーネス5個

宇 治 田 原 町 2 防火衣20着、防火帽20個

木 津 川 市 9
携帯無線機26台、無線機用バッテリー26台、防水スピーカーマイク26個、ハードケース26個、連結充電器2個、
ACアダプター2個、防寒着44着（版代含）、スタンドライト29台、ライト用三脚29台、バッテリー29台、急速充電器29
台

笠 置 町 1 消防団用雨具62着

和 束 町 5 牛皮手袋216双

精 華 町 3 活動服上下セット72枚、アポロキャップ72本、反射糸入りベルト72本

南 山 城 村 2 アポロキャップ130個、防水カメラ一式、のぼり旗（固定用アダプター付）1枚、研修用バス借り上げ代

本団・女性分団 申請なし

園部支団
ケブラー手袋1双、ヘッドランプ1個、雨衣13着、防寒服28着、操法用用品一式、ドローン2機、デジタル無線機12
台、ホース巻取機1台、ヘッドライト11台、乾電池20本4パック、ジェットシューター7台、発電機1台、コードリール2
台、救急バック7個、グローブホルダー10個、現場指揮台2台

八木支団

八木支団広報誌2回分、レインウェア57着、LEDバイザーライト1個、加圧ボールペン1本、ソックス1セット、セーフ
ティスマートフォンポケット1個、ヘルメット用チンカップ1個、ホース巻取機6台、チャージライト10台、デジタル簡易
無線機用アンテナ9個、無線機ケーブル18個、消火栓金具1個、パソコン一式、プリンターインク5個、分団Tシャツ
74着、クーラーボックス1個、夏季訓練用弁当40個、南分団だより印刷代、コピー用紙5セット、団員用手袋15双、
扇風機2台、BDプレーヤー1台、掃除機1台、USBメモリ1個、長靴8足、資機材倉庫一式、LEDハンディライト4個、
ウォータージャケット1着、レインコート16着

日吉支団 ガンタイプ噴霧ノズル無反動型16台、消防用ホース16本、差し込み市旗媒体金具16個

美山支団

のぼり旗14枚、ヘルメットリング51個、ゴム手袋５１個、皮手袋51個、デジタル無線機12基、防水スピーカーマイク
12個、革手袋6個、発電機3台、防寒着6着、文壇倉庫鍵取付一式、スタンド付きライト2個、消防団長靴1足、消防
たて旗1枚、支柱1本、三脚1脚、ヘッドライト10個、ガソリン携行缶1個、無線機局9基、スピーカーマイクロホン6
本、イヤホン付マイクロホン3本

京 丹 波 町 16 小型ポンプ１台、操法用吸管1個、吸管ストレーナー1個、吸管塵よけ籠1個、吸管ロープ1個、消防用ホース59本

11 ポロシャツ180枚、皮手袋180個、非常食セット840セット、バルーン投光器5台

本団 ハンドライト7個、ホイッスル7個

ﾌｧｲﾔｰｴﾝｼﾞｪﾙｽ
カラーガード隊

Ｔｰシャツ2着、パンティストッキング10パック、手袋8パック、メジャー1個、スピーカー付きイヤホン1台

ファイヤーエンジェルス
ファイヤーガード隊

災害物品（防災資機材、非常用日用品、非常食）

三和支所消防隊 編み上げ靴7足

夜久野支所消防隊 バッテリー充電器1台、反射ベスト5着、ポケット付き反射ベスト2着

大江支所消防隊 カラーコーン30個、コーンベッド30個、コーンバー30本

中央分団 Tシャツ172着

大正分団 エアコン1台（取り付け工事含）、カーテンレール8本（設置費込）、拡声器1台、スタンドライト4台、

雀部分団 テント1台（文字入れ、砂袋含）、高圧洗浄機1台、オーブンレンジ2台

庵我分団 ラベルプリンタ1台、液晶TV1台、パソコン1台、長靴8足、LED証明一式

令和元年度 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

分団名又は分団数（本団
は別）

福 知 山 市

綾 部 市

亀 岡 市

南 丹 市

19

整備内容市区町村名

ＡＥＤバッテリーパック17個、吸管整備1本、チェーンソー防護服20着、耐切創性手袋34双、雨衣34着、ゴーグル34
個、携帯用投光器34個、AEDパッド40枚、雨着11着、携帯用投光器68個、救助用半長靴94着、耐切創性手袋4
双、操法用ホース9本、消防用ホース58本
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令和元年度 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

分団名又は分団数（本団
は別）

整備内容市区町村名

修斉分団 Tシャツ22着、レインコート40着、合図灯10本、拡声器5台

西中分団 アルミテント1張（ネーム入れ含）、ヘッドライト30個

下川分団 物置1台（組立費・アンカー工事費含）、デジタルカメラ1台

上豊分団
Tシャツ30着、操法用ゼッケン1セット、簡易水槽1台、ヘッドライト10個、土のう製作器具6個、交通事故防止資機
材3台

上六分団 発電機2台、ホース巻取り機1台、操法用ゼッケン1セット

中六分団 吸水土嚢30枚、脱水剤30個、物置一式

下六分団 投光器4台（電工費等含む）

上川分団 懐中電灯4本、レインウェア10着、反射加工10着、看板4枚

金谷分団 操法用ホース3本、ホース巻取機2台、のぼり竿10本、ゼッケン一式、皮手袋22双

三岳分団 パソコン1台、プリンタ（付属品含）1台、吸水土嚢100枚

金山分団 二段ベット1台、ストーブ1台、LEDライト3本、保管庫1台

雲原分団 テント（文字入れ加工代含）1台

佐賀分団 冷蔵庫1台、エアコン（設置費用含）2台

菟原分団 発電機1台、吸水土嚢100枚、LEDライト5個、LEDランタン5個、工具セット5セット

細見分団 操法用ホース9本、操法用管槍2本、電磁接触器1台

川合分団 発電機1台、卓上IHヒーター1台、電子レンジ1台、ポット1台、掃除機1台

上夜久野分団 のぼり旗30枚、のぼり竿30枚、ヘッドライト20個、堤灯1個、Tｰシャツ18着

中夜久野分団 掃除機1台、ホワイトボード1台、カッパ44着、エアコン設置費

下夜久野分団 バッテリー充電器3台、ヘッドライト一式9セット、シュレッダー1台

河守分団
プリンタ1台、インクカートリッジ2個、発電機1台、吸水土嚢80枚
ホワイトボード1枚、トランシーバー3台

河守上分団 エアコン1台、物置1台

河西分団 操法用簡易水槽1基

河東分団 テレビ1台、ビデオカメラ2台、三脚2個

有路上分団
Ｔシャツ21着、編み上げ靴22足、キャンピングマット12枚
のぼり旗10本、ポール10本

有路下分団 プリンタ1台、プロジェクタ1台、掃除機1台

東 防寒ジャンバー12着、テレビ1台、ドライブレコーダー3機、作業手袋46双

中 雨衣20着（左胸版代含）

南 Tｰシャツ30着

与保呂 防火衣3着、安全帯3本、ヘルメット3個、ヘルメット用シコロ3枚、防火長靴3足、消防用手袋15双

祖母谷 冷蔵庫1台、ファンヒーター1台、クーラーボックス1台、皮手袋12双、吸管1巻

志楽 Tｰシャツ110着

朝来 ノートパソコン1台、操法用ホース3本、バックモニターカメラ一式

東大浦 発電機3台、チェーンソー2台、チェーンソーオイル2本、手袋100双

西大浦 ワーキングフラッシュライト130個

西 リアモニター2台

余内 消防安全靴31足、消防用ヘルメット4個

池内 コマンドジャンパー55着、反射安全ベスト4着、ライト付き誘導棒4本

中筋 消防団ベストＡ型改（背ネーム入）12着

高野 防火衣一式2着、防護ゴーグル5個、消防団Tシャツ15着

四所 コンセントボックス（取付費含）1式

岡田上 LED投光器2台

岡田中
レインウェア12着（背中名入れ加工あり）、ヘッドライト18個、エリアライト1台、フリーコーン4個、コーンウェイト4
個、ホース巻取り機2台

岡田下 半袖Tシャツ130着

八雲 シルバーゴム長靴5足、のぼり旗50枚、冷蔵庫1台

神崎 操法用ホース3本、ホース巻取機1台、LEDスタンドライト2台、バッテリー2個、ライトスタンド1脚

福 知 山 市

舞 鶴 市
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令和元年度 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

分団名又は分団数（本団
は別）

整備内容市区町村名

宮 津 市 7
ヘッドライト38個、シリコンバンド18個、革手袋115個、バックパック13個、礼装用手袋12個、フェイスガード12個、
耐切創製手袋49双、グローブホルダー32個、チンカップ32個、反射ステッカー4枚、操法用ヘルメット4個、スタンド
ライト5個、防寒ジャケット52着、テント1台、レインウェア44着

伊 根 町 2
ヘルメット16個、消防用ホース4本、防火手袋4双、防火衣2着、銀長靴2足、本部用高張提灯1張、救命胴衣10
着、ヘッドライト6個、角スコップ12個、スノーダンプ2個、測量ポール18本、操法用ホース6本、団員用夏制服3着

与 謝 野 町 10 防火衣40着

京 丹 後 市 25 防火衣90着、レスキューボード3個、ケブラー手袋250双、子供用防火服2着、操法用ホース15本、モニター1台

本部 シュラフ5個、LEDライト5個

上賀茂分団 LED投光器1基、アンプセット1セット

柊野分団 安全靴20足

大宮分団 紳士靴30足

鷹峯分団 プリントTシャツ29枚

衣笠分団 トランシーバー3台、マイク3本、乾電池ケース3個、アンテナ3個

金閣分団 石油ストーブ2台

大将軍分団 会議テーブル1台、和机2台（配送料含）

待鳳分団 トランシーバー2機、トランシーバー用マイク2個、バッテリー1個、ポータブル電源

紫竹分団 バックパック15個

鳳徳分団 表彰旗用額縁一式

元町分団 掃除機1台

楽只分団 広報用媒体冊子

柏野分団 高圧洗浄機1台、シュレッダー1台、掃除機1台

紫野分団 消防用弓張提灯6帳、LEDライト6個、ビニール提灯字入10帳

紫明分団 防災セット19セット

出雲路分団 ポータブル充電器1台

中川分団
ホース巻取機1台、脚立1個、アルミロールマット4枚、シュレッダー1台、インクカートリッジ2個、電子レンジ1台、
LED付きタップ1個

小野郷分団 照明器具増設工事一式、外部赤色灯設置工事一式

雲ヶ畑分団 消防単口式スタンドパイプ2個、LEDライト1個

応急救護分団 LEDライト3個

機甲分団 申請なし

本部 ヘルメット5個、消防訓練用マット2個

成逸分団 ワゴン一式、スチールラック、整備工具セット、椅子

室町分団
ファンヒーター2台、ソックス(10足、3足)、サキュレーター2機、電気ケトル2個、LED懐中電灯1個、モバイルバッテ
リー22個、パンプス1足

乾隆分団
ホース巻取機、ホースバンド3個、保冷剤パック1個（M、L）、ロゴスクーラー1個、ポータブルHDD１個、すきま収納
1個

西陣分団 ガスボンベ、コンロ2セット、鉄板、ホットプレート

桃薗分団 ポータブル電源、充電ラジオ3個、ランタン3個、調理バーナー３個、防災用品2セット、非常用・備蓄用セット

小川分団 ジャンプスターター1台、クーラーボックス1個

翔鸞分団 ネックウォーマー20着、防寒シャツ20着

嘉楽分団 ホース巻取機1台、ヘッドライト21個、ホース固定バンド10個、アルカリ電池100本

正親分団 非常用持出袋16個、保存水48本、乾パン16個、アルファ化米16個6セット、給水バック16個2セット

仁和分団 拡声器1個、LEDフラッシュライト4個

出水分団
プロジェクター1台、急速充電気6個、充電池18本、電池充電器8個、ヘッドライト6個、グローブホルダー10個、シリ
コンバンド8個、イヤホンマイク12個

京極分団 エアーコンプレッサー1台、集塵機1台、魔法瓶1台、電気ケトル1台、コンロ1台、高圧洗浄機1台

中立分団 アンダーアーマーバッグ22個

聚楽分団 グローブホルダー16個、ラゲージキャリー1台、ポータブル電源1機、乾電池16個

待賢分団 救急バック2個、防災用救急セット3セット

北

上京
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令和元年度 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

分団名又は分団数（本団
は別）

整備内容市区町村名

滋野分団
グローブホルダー10個、ヘッドライト10個、システムラック1個、粉末消火器1個、キャスターラック1個、コルクボード
1個、賞状額一式

春日分団 ホース巻取機1台、防寒シャツ13着、防寒タイツ13着

応急救護分団 本団の申請に内包

本部分団 プラカード23個、消防ホース巻取り機1台

梅屋分団 防災カレンダー100個、車椅子1台

竹間分団 ポロシャツ24着、エンジンポンプ1台

富有分団 十徳ナイフ17個

教業分団 防寒ベスト17着

城巽分団 バックパック12個

龍池分団 ウインドブレーカー24着、ウインドブレーカー用マーク24個

初音分団 小冊子作成費3000冊

柳池分団 自動膨張マットレス18個

銅駝分団 バックパック17個

乾分団 水300本、メガホン2個、ホース巻取り器1個

本能分団 デジタルトランシーバー3個、ロングアンテナ3個

明倫分団 V-NECKシャツ21枚

日彰分団 花火大会設営費（花火、軽食、飲料、広報誌含む。）

生祥分団 シェルフ棚2台、S用棚板1枚、配送手数料

立誠分団 ポータブル電源1個、プロジェクタースクリーン1個

朱雀第一分団 テーブル2台

朱雀第二分団 木綿二重刺子　流化染め5着

朱雀第三分団 AEDトレーニングパッド3個

朱雀第四分団 ジャケットジャンバー24着（加工費含）

朱雀第五分団 デジタルトランシーバー一式（本体、アンテナ、スピーカーマイク）

朱雀第六分団 エアコン1台

朱雀第七分団 申請なし

朱雀第八分団 ホース巻取器1台

機甲分団 本団の申請に内包

応急救護分団 本団の申請に内包

本部
クーラーボックス1台、カート1台、テント1個、レコーダー1個、演説台1台、ハンガー
DVDケース、DVD－R50枚、インクカートリッジ4色パック、インクカートリッジ（黒）

栗田分団 スクールロッカー1台、ファックス機2台

有済分団 シュラフ5個、エアーマット5個、電子レンジ1台、マルチ誘導灯15本

弥栄分団 訓練礼式用運動靴10足

新道分団 十徳ナイフ17個

六原分団 LED携帯ライト4台、点滅式ライト11台

貞教分団
自転車2台、LEDライト2個、誘導灯ホルダー2個、消防団使用赤ペイント2セット
TSマーク2個、防犯登録2台分

修道分団 ホース固定ベルト4本、DVDプレイヤー1台、防災バック11個、

今熊野分団
仔羊革製手袋当てなし1双、羊革製手袋3双、長鳶1個、操法大会用ラインテープ1個、操法用吸管ロープ1個、吸
管バンド1個、ホース用固定ベルト3本、操法用靴3足、操法用脚絆4組、ポンプ操法書籍1冊

一橋分団 災害時炊き出し用品一式

月輪分団 パソコン1台

応急救護分団 運動靴6足（送料含）

左京 本部

清水分団

２人乗りゴルフカート1台、電子サイレン一式、LED警光灯及びフラッシャーユニット一式、縞板一式、ラダー1個、
ラッシングベルト一式、車両カバー1個

上京

レンジ台1個、ステンレスポット1個、インクカートリッジ2個
電子ケトル1個、オーブンレンジ1個、工具セット1セット

中京

東山
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令和元年度 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

分団名又は分団数（本団
は別）

整備内容市区町村名

本部＋１３ 男性消防団員用紳士靴No.1211 231足、女性消防団員用紳士靴No.4031 20足

応急救護分団 車載・持ち運び用レジかごバック10j個、防水メッセンジャーバック16個

機甲分団 応急救護分団申請に包括

本部 エアー看板（デザイン料込）2枚、

12分団 申請なし

格致分団 ワイヤレスマイク１セット、LED誘導灯

成徳分団 感染防止マスク10枚、誘導棒3本、襟止めバンド10個、ワーキングシューズ2足

開智分団 椅子4個、台車2台

永松分団 ビデオカメラ1個、三脚1個、アクセサリーキット1個、SDカード1枚

淳風分団 TV1台、TV台1台

有隣分団 防火防災カレンダー1000冊

植柳分団 Tシャツ20枚、ホース巻取りタコマン1台、ホースバンド3個

尚徳分団 ホース巻取りタコマン1台、ホースバンド3個、掃除機1台

稚松分団 ヘッドライト5個、マルチライト13個、スマホケース2個、エマージェンシーボトル14個、ホース巻取りタコマン1台

菊浜分団 ホース巻取りタコマン、拡声器2台

皆山分団
操法用ヘルメット5個、脚絆5個、長鳶1個、革製手袋5個、インナーキャップ3個、ナイロンベルト5個、ガーゼタオル
15枚

梅逕分団 防水ライト11個

大内分団 LEDエリアライト

光徳分団 防塵・防水ライト1個、LED合図灯6個、フック6個、台車1台、ホースバンド3個、グローブストラップ5個

七条分団 ライト4個

七条第三分団 冷蔵庫（運搬料含）、防災メモ帳200個

崇仁分団 バックパック13個、レスキューバックパック1個、LEDライト付ウエストバック2個

西大路分団 ホース巻取りタコマン1台、ホース固定ベルト3個、かるーいホン1個、平バール1個

機甲分団 ヘッドライト4個

本部 ポケットティッシュ5000個

本団付け広報班
レスキューガイド17個、キューマスク17個、ウエストバック17個
応急処置用医薬品セット17人分

ジュニア消防団指導隊 軽防寒コート8着、マジックプリント8枚

カラーガード隊 ベンチコート16着

山王分団 冷蔵庫（設置費込）1台

陶化分団 スタンダードロッカー2台

東和分団 エアコン１台（工事費含）

弘道分団 バックパック17個

九条分団 液晶TV1台、空気清浄機1基

塔南分団 ビデオカメラ1個、プロジェクター1個、スクリーン1個

南大内分団 シュレッダー1台、電気ポット1個

南梅逕分団 資器材搬送バッグ11個

唐橋分団 受閲用黒短靴20足

上鳥羽分団 ビデオカメラ一式、三脚

下京

山科

豊園分団

郁文分団

応急救護分団

安寧分団

ヘッドライト16個、HUNGUP32個

ヘッドアップライト12個、ゴーグル12個

トランシーバー7台、クリップマイクロホン7個

空気清浄機1台、扇風機1台、ポスター用パネル1枚

LEDランタン14個

ジャケット6着

南

修徳分団

醒泉分団
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令和元年度 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

分団名又は分団数（本団
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整備内容市区町村名

吉祥院分団 エアヘッド6着、消防団T-シャツ30枚、工場扇4個、ツールセット（器具）1セット

久世分団 額縁一式

応急救護分団
レスキューガイド6個、キューマスク6個、ウエストバック6個
応急処置用医薬品セット6人分

機甲分団 申請なし

本部
封筒型寝袋10枚、右京JFCユニフォームブルゾン（転写マーク代含）18着
色上質紙6箱

花園分団 プリンタ1台、プリンタ消耗品11個、スチールロッカー1台、マルチフック20個

御室分団 T-シャツ6枚、ワイヤレスマイク(本体、セットマイク)1器、誘導灯1本、誘導灯ホルダー6枚

宇多野分団 バックパック20個

安井分団 ＫＥＤＲＯＮモバイルバッテリー19個、ＢＲＩＴＡ携帯用浄水器ボトル19個、尾西食品アルファ化米セット4個

山ノ内分団
拍子木樫材９寸（送料含）2組、シャットオフボールバルブ1個、テプラ一式（本体、ケース、カラーラベル、白ラベ
ル）、保安帽用ベルトクリップ15個、ライト付誘導棒10本、LEDポケットライト3個

西院第一分団 ノートパソコン1台、プリンタ1台

西院第二分団
エマージェンシーバックパック5個、タクティカルバックパック5個、レスキューウエストポーチ5個、LEDライト付ウエ
ストバック2個、ファーストレスポンダーバック2個

太秦分団
ソーラーライト1台、乾電池6本5セット、乾電池20本5セット、ハンディーカム1台、SDカード1枚、三脚1台、バッテ
リー1個

南太秦分団
折りたたみベッド4台、LED投光器1台、インクカートリッジ3セット
グローブキーホルダー11個

常磐野分団 LEDヘッドライト8個

嵯峨野分団 ノートパソコン1台、ケース1個、ワイヤレスマウス1個

梅津分団 マルチクリップ23個、レスキューライト23個、キャップライト23個

西京極分団 リップストップジャンパー23着、ボールペン400本セット

葛野分団 物置（設置費込）1台

嵯峨分団 軽トラック借り上げ費

高雄分団 デジタルチェキ1台、インバーター発電機1台

水尾分団 レインボーリール4個

愛宕分団 LED作業灯22個

黒田分団 ラジオハーネス4着、ラインカー1台、冷温庫1台、安全長靴1足、カップインソール1個（運送料含）

山国分団 防災ヒップウェーダー6着、防災ポーチ入りアルミブラシケット1個、インバーター発電機3基、男性用短靴1足

弓削分団
LED投光器8個、レインボーリール2器、インバーター発電機1台
LEDエリアライト1台

周山分団
装備品収納ボックス2箱、収納庫1台、10cmブロック4個、低反発クッション9個
シュラフ6個

細野分団 冷温庫1台、操法用ホースアクアジェット2本、ホースバンド2個

宇津分団 HUNG UP19個、ラジオハーネスタグ5個、防水LED投光器4台、リクライニングチェア5脚

応急救護分団 本団の申請に内包

機甲分団 申請なし

本部 避難セット12セット

嵐山東分団 ミズノトレーニングシューズ16足

松尾分団 バッテリージャンプスターター22個

松陽分団
ハンディホースリール、ホース巻取機、A４コピー用紙、リモコン扇風機、ユニフィット３段CAP、エルピス3個、
チェーンソー、チェーンソー用タンク

桂川分団 トランシーバー一式（本体、スピーカーマイク、充電器）3セット、ハンディライト6個

桂分団 LED投光器4個、LEDヘッドライト10個

桂徳分団 クランプライト2個、ヘッドライト4個、レインボーリール1個、扇風機2機

桂東分団 ウェストバック18個、キャノンミニ18個

川岡分団 リップストップジャンパー11着

川岡東分団 ヘルメットインリュック12個、キャリークーラー1個

ジュニア消防団指導隊 ポロシャツ一式8セット、非常食2箱（送料含）

南

右京

西京
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樫原分団 黒短靴15足

大枝分団 チェーンソーESK3740 1台、チェーンソーES3035 1台、プリンター一台、タオル27枚

桂坂分団 チェーンソー1台

大原野分団
区民運動会費用、大原野フェスタ費用、Xノズル1個、ウォーターキャッチャー1個、三角コーン2個、コーンウェイト2
個、拡声器1個、蓄電器1個、プリンターインクカラー

福西分団 レスキューライト8個

応急救護分団 バックパック9個

機甲分団 ライト5個

本部
応急簡易ベット2個、寝袋5個、ブルーマット2巻、女性用レスキューセット3セット、マグネットシート10枚、クリーナー
1機、クリーナー台1個

稲荷分団 電動自転車1台

砂川分団
テプラテープカートリッジ、テプラテープ12ミリ白黒文字セット、テプラテープ24ミリ、LED投光器、工事用LED投光器
２個、テプラPROテープセット、業務用シュレッダー、対流性石油ストーブ

深草分団 防災セット＆リュック16個

藤ノ森分団 額縁（表彰旗用）

竹田分団 充電式ライト37個

住吉分団 非常食一式

板橋分団
ビジネスシューズ17足、パンプス2足、人工呼吸用マウスシート19個
グローブホルダー8個

南浜分団 移動式LEDライト

桃山分団 ポロシャツ40着、クーラーボックス2個

下鳥羽分団 パソコン、液晶TV、ウイルスバスタークラウド、外付けHDD

向島分団
折りたたみ式ベット個、キャンピングマット4個
ハンディライト5個、チャージングパネル1個

醍醐分団 紳士カッターシャツ22着、婦人ブラウス6着、紳士ソックス44足、婦人ソックス12足

醍醐池田分団 LPガス容器1個、LPガス代、調整器1個、LPガス用ホース1個、2口ガスコンロ1台、4WAYラージバック15個

春日野分団 ウィンドブレーカー35着、オリジナルワッペン1式（縫い付け代含）

日野分団 消防団入団用シール一式、インナーシャツ19枚

小栗栖分団 シェラフ3個、ガスボンベ1個、ホース巻取機1個、会議用テーブル2台

横大路分団
消防ホース巻取機1個、LED誘導棒23本、充電シート2個、拍子木5個、電気ケトル2個、草刈り機チップソー10枚、
クーラーボックス1個

納所分団 お総菜防災缶36個、プリンター用インク（黒）5個・（３色一体型）２個

久我分団
収納ベンチ8個（送料含）、スツール兼オットマン8個（送料含）
消防ホース巻取機1個（送料含）

淀分団
ウインドブラストパーカー16着、ファンヒーター1個、紙パック式掃除機1個
レザーマルチツール35個

応急救護分団 申請なし

羽束師分団 バックパック15個、安全靴用ソックス15個、誘導棒ブラケット15個

防水リュック13個新林分団

西京

伏見
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