
令和2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

向 日 市 6 ポロシャツ２２４枚、プリント代

長 岡 京 市 5 発電機５台

大 山 崎 町 3
バックパック１１個、レスポンダーバッグ５個、グローブホルダー１６個、LEDライト１５個、ハング
アップ３５個、ポータブル電源１個、エアマスク４２個、掃除機１台、高圧洗浄機１台

宇 治 市 6
水槽２槽、背負い式ポンプセット、消防散水用ホース２本、アポロキャップ４００個(予備含む)、
LED懐中電灯１８個、防災ウェーダー６着、バッテリー６個、ＬＥＤライト１１個、マスク１８８枚、Ｔ
シャツ１００枚(刺繍入り)、白手袋２００個

城 陽 市 6 携帯用コンクリート破壊器具 6、災害救助用出袋 126、女性消防団雨合羽 5

久 御 山 町 3 呼吸用保護具２８個、吸収缶２８個、防塵マスク４０個、手袋５４個

八 幡 市 4 アポロキャップ３１７個、救命胴衣６７着

京 田 辺 市 5
ユニホーム１０着、トランシーバー３２台、耳かけイヤホン３２個、イヤホンジャックアダプター３
２個

井 手 町 2 Tシャツ１２０枚、手袋１００枚、ヘッドライト６０個、ホースバッグ１２個、防災士登録申請費5名

宇治田原町 2 可搬消防ポンプ１台、低水位対応給水装置２台、LEDライト１０個

木 津 川 市 9 消防団用Tシャツ２７６４枚、防寒着９０着

笠 置 町 7 防火衣４着、ベルト４本、防火帽４個、しころ４個、長靴４足

和 束 町 5 多機能ライト・ラジオ214個

精華町 4 防火衣上衣12着(背ネーム込)、防火衣下衣13着・防火帽・しころ・ベルト・手袋13個

南 山 城 村 2
看板作成2枚、スタンドパイプ2個、ホイッスル141個、折りたたみ指揮台2台、スポットエアコン2
個、アポロキャップ26着、活動服上衣6着、活動服下衣5着

本団・女性分団 消防ウェットティッシュ５００個、火の用心おりがみ４０２セット、火の用心メモ２５０個

園部支団

メガホン、ヘッドランプ２９個、雨衣上下１１着、手袋１１双、防寒服(背面ロゴ入り)１０着、低水
位ストレーナー、蓄光反射安全ベスト４着、クリップホルダー５６個、ヘルメットインリュック３９
個、台座３９本、簡易無線機４台、投光器２台、ディスクストレーナー、防寒ジャンパー(プリント
代含む)１０着

八木支団

ヘッドライト3個、ペンライト3個、広報誌 5600枚、 液晶テレビ 2台、防寒着26着、バ
ルーン投光器、発電機1、標識板（消火栓 )10個、ジェットシューター 5個、デジタル
無線機一式（諸経費込）、空気清浄機、団員用ヘッドライト100個、パソコン、分団だ
より1900枚、ブルゾン23着、レインウェア12着、マンホール屏風 (送料込）、無線機
大容量バッテリー（送料込 )7個、レインコート20着

日吉支団 救助隊員用ベスト 12、消防用ホース 32、耐切創性手袋 18、ジェットシューター7

美山支団
レインウエア３着、手袋１９双、ガソリン携行缶４個、ジェットシューター４個、発電機３台、長靴
４３個、ランタン４個、脚絆１０個、ヘッドライト３０個、投光器１個、防寒着１着、ホース３本、防
火衣４着、

京丹波町 17 切創手袋 785、マーク入Ｔシャツ 785、ドローン一式

11 発電機１２台、モバイルバッテリー７８６個、ヘッドライト４０個、手袋４０双

本団 編み上げ靴、トランクカーゴ７個

ﾌｧｲﾔｰｴﾝｼﾞｪﾙｽ
カラーガード隊 DVD作成費

ファイヤーエンジェルス
ファイヤーガード隊 名入救急バン(送料込) 500、防火・防災かるた製作用パウチフィルム・コピー用紙

三和支所消防隊 編み上げ靴 2、ヘルメット 6

夜久野支所消防隊 LEDスタンドライト 1、バッテリー 1、LEDワークライト 1

大江支所消防隊 雨合羽 5、長靴5

中央分団 操法用火点標的 1、保冷剤クールベスト（送料込） 72

大正分団 温水便座(取り付け費含む)、Tシャツ５０枚(予備含む)

雀部分団 バルーン型投光器 1

庵我分団
川砂6㎡分(運搬費3回分含む)、土のう袋４００個、編み上げ靴６足、パイプ椅子２０脚、座布団
２０枚、防音カーテン、車庫用カーテン、スポットクーラー２個、ＴＶスタンド、ホワイトボード

修斉分団 パソコン、複合機(設置費含む)、手袋１０個、半長靴２足、Tシャツ２６枚

西中分団
ヘッドライト 25、ハンドライト 10、編み上げ靴 2、半長靴 2、非接触型体温計 2、プリンターイン
ク 12、コピー用紙 1、のぼり旗・ポール 5

下川分団 パソコン 1、非接触型体温計 1、草刈り機 1

上豊分団
非接触式体温計４個、除菌液２７６本、マスク９２箱、ポータブル電源、ポータブルソーラーパネ
ル、発電機、

福知山市

綾部市

亀岡市

南丹市

整備内容市区町村名

19

分団名又は分団数
（本団は別）

アポロキャップ８個、手袋３０双、ゴーグル３４個、ヘルメット２個、投光器４１個、雨衣４６着、ち
りよけ篭、消防用ホース５６本、ノズル１８個、媒介金具１８個、消防用ホース３６個、消毒液４
個、液詰め替え用、マウスシールド５箱、マスク９箱
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令和2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

整備内容市区町村名
分団名又は分団数

（本団は別）

上六分団 消火器４本、草刈機、カッター、ツールバッグ４７個、一輪車、はしご

中六分団 吸水土嚢 80、高圧洗浄機 1、パソコン 1、複合機 1

下六分団 Tシャツ６３枚、レインウェアのプリント代、エアコン

上川分団 レインウェア（反射シート加工） 19、看板 4、広報誌 2

金谷分団 冷蔵庫 1、電子レンジ 1、コンプレッサー 1

三岳分団 テント、テント用バッグ、非接触型体温計２個

金山分団 活動服（上着、ズボン、ベルト） 各21、非接触型体温計 2

雲原分団 物置(組立費、基礎工事費含む)

佐賀分団 レインコート 42

菟原分団
プリンタ 2、充電器 2、草刈り機 2、バッテリー 2、土嚢作成補助器（送料込） 1、ポリ袋プリント
入りタオル（校正料等込） 75

細見分団 タブレット 9

川合分団 カーテン８式、網戸１式、施工費、机３台、座布団１２枚、

上夜久野分団 雨合羽 17、防寒着 8、ケブラー手袋 5、広報誌印刷 700

中夜久野分団 Tシャツ（デザイン費込） 39、テプラ 　1

下夜久野分団 Tシャツ 50、空気清浄機 1

河守分団 発電機 2、空気清浄機 2、シーリングライト 1、非接触式体温計 3

河守上分団 掃除機 1、非接触式赤外線体温計 3、編み上げ靴 24

河西分団 ドローン 2

河東分団 草刈り機 1、スタンドライト/三脚/バッテリー 各1、のぼり旗（ポール付） 30

有路上分団 簡易水槽 1、消防用ホース 1、パソコン 1

有路下分団 エアコン（取付費込）1、カーテン 6

東 編み上げ靴４０足、高圧洗浄機

中 防寒衣２０着(プリント込み)、防火服ズボン２着

南 編み上げ靴２５足、消防帽、しころ

与保呂 編み上げ靴３８足、カラーコーン４個、消防のぼり旗２０本，名入型

祖母谷 防火服ズボン２着、操法用ホース６本

志楽 消防用手袋６５双(予備２双含む)

朝来 操法用ホース３本、編み上げ靴３２足

東大浦 トランシーバ４２個、スピーカーマイク１１個、消防用ホース５本

西大浦 防火衣 130

西 ストカゴ２個、双口接手２個、低水位ストレーナー、長鳶４本

余内
ナビ、オーディオハーネス、コンバーター、バックカメラ設置(取付費込） 、防寒コート4着、安全
反射ベスト4着

池内 防火衣上衣４着、しころ４着、防火帽４個、墜落制止器具４個

中筋 三角コーン１０本、コーンバー10本、ノズル・媒介金具・消防ホース各２個

高野 防火服ズボン２着、グローブ４０双、バックモニターセット(取付費含む)

四所 和紙ちょうちん、マスク９６枚、アルコールハンドジェル４８個、洗浄ハンドジェル４８個

岡田上 プリンター、バッテリ－充電器2台、発電機、コードリール3個

岡田中 消防安全靴６７足

岡田下 LED投光器２台

八雲 パソコン、シュレッダー、プリンタ

神崎 Tシャツ(名前入り)３６枚、消防ヨコのぼり旗１０本、消防のぼり旗３５本、のぼり竿３０本

宮 津 市 7 団旗（付属品含む）1、分団旗（付属品含む）7

伊 根 町 2
防火帽２個、防火手袋３双、防火衣１１枚、銀長靴２足、消防用ホース４本、管鎗、とび口、吸
管ロープ、吸管バンド、コーンヘッド９本、スコップ２丁、紅白ポール１０本、清掃用ホース

与 謝 野 町 12 防火服 40

京 丹 後 市 25 LEDバルーン投光器 9、防火衣 55、防火帽 144、ディスポーザルマスク 160、手拭い 120

本部 非常持ち出しセット５個、ヘッドライト５個

上賀茂分団 LED投光器、コードリール、レインボーリール、カーアンプセット

柊野分団 防災セット 21セット

福知山市

舞鶴市

北
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令和2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

整備内容市区町村名
分団名又は分団数

（本団は別）

大宮分団 パソコン、プリンター、LEDライト３個、プリンターインク

鷹峯分団 携行マルチツール２７個、グローブ携行用ホルダー２７個、

衣笠分団 非接触式電子温度計 11

金閣分団 空気清浄機 1

大将軍分団 発電機 1

待鳳分団 AEDトレーニングユニットセット

紫竹分団 LEDライト１６個

鳳徳分団 エアコン（取付費込）

元町分団 プロジェクター1個、スクリーン1個

楽只分団 マスク50枚入り50セット、ハンドジェル25個、温度・体温計2個

柏野分団 ノートパソコン 1

紫野分団 パソコン、複合機、ウイルスバスタ、インク、パソコン付属品

紫明分団 体温計 16

出雲路分団 器具庫証明器具設置

中川分団 ワイヤシェルフ(棚)３個、クッション７個、電波掛時計、ランタン４個

小野郷分団 電動モーター取付工事、一次側電源100V取付工事、開閉用３点式押しボタン取付工事

雲ヶ畑分団 冷蔵庫(配送設置料含む)

応急救護分団 救急22点セット４個

本部 ヘルメット６個、訓練用マト

成逸分団
ラジオ 1、空気入れ 1、ファン 1、ライトスタンド 1、パワーソースキット 1、スポンジ蓋セット 2、
空リール 2、

室町分団
洗浄機 1、IHヒーター 1、インクカートリッジ 1、乾電池単2形12個セット 4、乾電池単3形20個
セット 2、乾電池単4形20個セット 2、パターカバーホルダー 20、Tシャツ 40

乾隆分団 災害時情報受信用テレビ 1

西陣分団 LED合図灯 9、高圧洗浄機 1、ヘッドライト 10

桃薗分団 メガホン(ホイッスル付) 2、ホース固定ベルト 3、投光器 2、ホース巻取機 1、マットレス 1

小川分団 バックパック 14

翔鸞分団 アンダーシャツ２３枚

嘉楽分団 防護ゴーグル 20、スタッキングチェア6脚セット 2、丸椅子スタッキング6脚セット 2

正親分団 マルチ誘導棒 16、クイックシェード 1、サイドパネル 3、レジャーチェア 7

仁和分団 ライト 4

出水分団
冷蔵庫 1、乾電池 ３、掛け時計 1、HDMIケーブル 1、電池チェッカー付収納ケース（送料込）
1、AVアダプタ 1、HDMI変換ビデオプロジェクターUSB 1

京極分団 単靴セット 2、バックパック 1、スマホポーチ 22、手袋ホルダー 2、Tシャツ 22、シュレッダー 1

中立分団 シューズ 21

聚楽分団
乾電池６個、ソーラーチャージャー、ランタン２個、肩掛けショルダーベルト４本、ズームライト４
個

待賢分団 防水トランク（名入れ代含） 4、ライト付誘導棒 15、誘導棒ブランケット 15、フェイスシールド 3

滋野分団 ホース巻き取り機 1、防護メガネ 10、シュレッダー 1

春日分団 消臭パワーサポートLS 11、ロングタイツ 11、フェイスシールド 5

本部 フレッシュライト５個、ハンディライト９個

新洞分団
Tシャツ２１枚、ホース巻取機、吸管バンド２個、ホースバンド３個、汗取りシート２１個、ホース
固定用ベルト３本

川東分団 網戸（サインチェーン、取付費込） 1、ヘッドライト 18

岡崎分団 テレビ、サーキュレーター

聖護院分団 空気清浄機、除湿器

吉田分団 非接触式体温計２１個(予備含む)

東山分団 四脚テント、テント用サイドシート、車載ケース、クーラーボックス

浄楽分団 トレッキングシューズ２２足

北白川分団 DVDプレイヤー、拍手木、スチール棚5台

養正分団 空気清浄機

養徳分団 軽自動車用拡声器及びマイク一式

修学院第二分団
充電式クリーナー、充電式産業扇、産業扇用バッテリー２個、充電器、工場扇、災害用トイレ、
消火器３個

上京

左京

北
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令和2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

整備内容市区町村名
分団名又は分団数

（本団は別）

葵分団 防犯バッグ30点セット２３個、救急セット２３個

下鴨分団 拍子木 6、非接触赤外線温度計 3

松ヶ崎分団 エアコン（取付費込） 1

修学院分団 充電式エリアライト２個、イージーアップテント２個

上高野分団 ストーブ、椅子８脚

岩倉南分団
玄関網戸取付工事費一式、フェイスタオル（片面一色プリント込み）240、ホース巻き取り機 1、
車載用アンプ 取付費一式

明徳分団 広報車用アンプ一式、照明器具(LEDライト)

岩倉北分団 分岐金具(双口接手)、チェーンソー、刈払機

八瀬分団 安全長靴 30

大原分団 発電機、ガラス引き戸２枚、ステンレスハカマ、レール２本、施工費、諸経費

静原分団 高圧洗浄機、ポータブルアンプ、アンプ用マイク、座布団3セット

市原野分団 レスキューウエストポーチ２0個、名入れ２0個、グローブホルダー２0個(各１つ予備)

鞍馬分団
防水型スピーカーマイク４個、デジタル簡易無線４個、ロングアンテナ４個、エアコン(取り付け
費含)

花背分団 LEDエリアライト2台

久多分団 引上式スタンドパイプ３個

広河原分団 地下足袋２１足

応急救護分団 メッシュビブス５枚(送料含む)

機甲分団 防滴メガホン 5

本部分団 女性用操法用ホース 2、女性操法セット 1

梅屋分団 広告チラシ作成２０００部、拍子木２個、カレンダー７０部

竹間分団 パソコン1台

富有分団 停電ライト４台セット４個、オゾン除菌消臭機

教業分団 レッドレンザー(ＬＥＤライト)

城巽分団 ホンダ発電機、樹脂製台車、延長コード６本

龍池分団 土嚢袋 5

柳池分団 クルーネックシャツ３８枚(１人２枚と新規予定者２名分)、ライト３個

銅駝分団 消化器 1、ソーラーパネル 1、ポータブル充電器 1

乾分団 バックパック（ネーム入れ含む）19個

本能分団
トランシーバー２個、ロングアンテナ２個、イヤホンマイク５個、マイク２本、ヘッドセットマイク、
フォーンプラグ５個、マイクケーブル、変換アダプタ２個

明倫分団 エアコン(取付費含) 1

日彰分団 エアコン(取付費含) 1

生祥分団 ビデオカメラ

立誠分団 コードレスクリーナー、加湿空気清浄機

朱雀第一分団 カラビナ 10、LEDヘッドライト 10、ライト付誘導棒 10

朱雀第二分団 袢天 5着

朱雀第三分団 消火器6個

朱雀第四分団 クンレンダー(水道用消化器)４個、フリーテーブル、ワゴン、両開き書庫２

朱雀第五分団 バックパック 18

朱雀第六分団 照明器具LED化工事一式７台、マスク18箱

朱雀第七分団 折り畳み会議テーブル６個、消防分団看板印刷

朱雀第八分団 LEDベルト 28、担架 2、扇風機取付一式、防災カレンダー 100

本部 のぼり(団員募集)４本(加工費、手数料含む)、ポロシャツ１６着、インク３、データ用DVD２

栗田分団 インナーウェア（白 19、黒38、紺38）

有済分団 バックパック14個

弥栄分団 Tシャツ２０着(刺繍加工費含む)

新道分団 冷蔵庫

清水分団 パソコン1台

六原分団 LEDヘッドライト 15

貞教分団 空気清浄機、マスク１０箱、非接触式温度計、アルコールスプレー１２個、シュレッダー

左京

中 京

東 山
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令和2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

整備内容市区町村名
分団名又は分団数

（本団は別）

修道分団 イージークリッカー、ヘルメットインナー１６、空気清浄機

今熊野分団 分団掲示版（取付費込み）

一橋分団 礼式用靴8足、Tシャツ（ネーム入）20着、詰所ブラインド（取付費込）

月輪分団 集塵機 1

応急救護分団 リュック 7

本部＋１３ 備蓄物資（ドライ食品 1600）、マスク 400箱、消毒アルコール 75

ジュニア マスク１２箱、消毒アルコール、非接触温度計５個、体温計用電池２個

応急救護分団 黒短靴５足

機甲分団 ブルゾン１１着

本部 テレビ

郁文分団 アウトドアワゴン一式、ウエストバック 15、クリップホルダー 18

格致分団 パイプ椅子6脚セット 5、会議テーブル 7

成徳分団 感染予防マスク 10、防汗対策下着上下 10、トートバッグ 5

豊園分団 ヘルメットインバッグパック１４個

開智分団 掃除機、靴下１４足

永松分団 電子レンジ、冷蔵庫

淳風分団 ノートパソコン 1

醒泉分団 ゴーグル１８個、マウスクリアシールド１８個(各新規２名分含む)

修徳分団 AEDトレーナー 1

有隣分団 リトルアン(AED)、AEDトレーナー

植柳分団 ヘッドライト２個、ワークライト２個、スタンドライト２個、バッテリー４個、充電器

尚徳分団 ヘッドライト20、ライト付誘導棒２０

稚松分団 黒短靴４足、黒パンプス2足、防災セット、キャップライト15個、マーカーライト2個

菊浜分団 ヘッドライト１４

安寧分団 エアコン(取付費含む)

皆山分団 バックパック14個

梅逕分団 防災リュック１２個、ボストンバッグ３個、ナイフツール３個

大内分団 イラスト描き、レイアウト作成費、シャッター塗装工事、

光徳分団 広報掲示板(加工、取付、金物代一式)

七条分団 レスポンダーバッグ5個、バックパック４個

七条第三分団 バックパック１２個

崇仁分団 芝刈機２台、ガソリン携行缶、燃料容器、ヘッジトリマー、替え刃２枚

西大路分団 台車、平机、電動シュレッダー

応急救護分団 水筒６本

機甲分団 サングラス４個

本部 非接触型体温計１２個、災害受信用テレビ

カラーガード隊 フラッグポール１６、ポールウェイトアンカー１６、エンドキャップ３２

山王分団 ヘッドライト１５個、電池３個、投光器２個

陶化分団 デスク３脚

東和分団 空気清浄機

弘道分団 シュレッダー、赤色外灯(取付費含む)

塔南分団 上履き 15、バックパック 2、換気扇 1、除菌スプレー 3

南大内分団 リュック9個

南梅逕分団 保存食３日分セット 9

唐橋分団 リュック19個

上鳥羽分団 拍子木 30（予備含む）、工場扇 1

吉祥院分団 消化器２０個

久世分団 携帯ライト４９個、ケース４９個

応急救護分団 非接触型体温計２個

本部 記念冊子５００冊、広報用紙４５００枚、ロゴマーク入りポロシャツ２着、ブルゾン１２着

下京

山科

右 京

東 山

南
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令和2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

整備内容市区町村名
分団名又は分団数

（本団は別）

花園分団 トランシーバー2台(登録費含む)

御室分団 LPG新容器2個(取付費含む)、湯沸器、テーブルコンロ

宇多野分団 防災食、非常食４セット

安井分団 ポータブル電源 2、ソーラーチャージャー 1、蛍光灯 5、電源コード 4

山ノ内分団 高圧洗浄機 1、アルミ簡易ベット 1

西院第一分団 LEDハンドライト17本、誘導用ライト17本、リュック17個

西院第二分団
イベント用傘4本、トミカ、ライト付き誘導棒4本、三角コーン7個、ライト2本、消防用ゴーグル、
シリコンバンド、LED投光器、レインウェア、足袋型スニーカー、ヘルメットインナーパッド、誘導
灯、バックパック2個、除菌ウェットシート、ドライバッグ３個、

太秦分団 シュレッダー 1、マスク 3、キャスター 2

南太秦分団 ロゴマーク入りTシャツ 8枚

嵯峨野分団 高圧洗浄機 、簡易テント、マルチツールベーシック、丸のこヘッド

梅津分団 ワークチェア４脚、デスクセット4台、

西京極分団 ソーラー充電器23個、Tシャツ23枚(加工代含む)

葛野分団 空気清浄機

嵯峨分団 軽トラック借用費26回

高雄分団 扇風機 1、ファンヒータ 1、交換用ファン 1、シュレッダー 1

愛宕分団 充電式ヘッドランプ20個

黒田分団 ヘッドライト１３個、長靴2足、インソール2枚

山国分団
バックパック５個、短靴5足、移動式畳10枚、テーブル10台、椅子20脚、ラック、カン・ペット
ウォーマー

弓削分団 皮革製手袋 71、Tシャツ 7、会議用テーブル（配送料含） 1、ホイールクーラー（配送料含） 1、

周山分団 発電機、ヘッドライト10個、空調機(取付費含む)

細野分団 LED作業灯2本、懐中電灯6個

宇津分団 高圧洗浄機、高圧ホース、コードレスクリーナー

本部 ヘッドライト、バックパック、ゴーグル

ジュニア消防団指導隊 スウェット７着

嵐山東分団 トレッキングシューズ１５足

松尾分団 エアコン2台

松陽分団 ファンヒーター

桂川分団
トランシーバー２個、スピーカーマイク２個、エネループ充電器単4×２個、単3×２個、ハンディ
ライト１０個、誘導棒２個

桂分団
サーキュレーター、インパクトドライバー２個、ビットセット２個、グリーンクロスメガホン、拡声
器、人工呼吸用マウスシート２０枚

桂東分団 マスク50枚入り（送料含） 80

川岡分団 トランシーバー７台

川岡東分団 防災リュック３０点セット12個

樫原分団 バックパック１５個

大枝分団 ビデオカメラ一式３台

桂坂分団 ワンタッチ式テント、横幕テント4個、ホイールバッグ

新林分団 車載用空気清浄機、プリンター、充電式乾電池2個

大原野分団
クリーナー１、空気清浄機１、シュレッダー１、LED照明器具直付６、チェーンソー１、バッテリー
１、高圧洗浄機１

桂徳分団 カセットコンロ２個、エアーコンプレッサー、エアツールキット

福西分団 カンウォーマー、電気ケトル

応急救護分団 非常持ち出しセット9個

機甲分団 ディテクトヘッドアップライト７個

本部
LEDヘッドライト 5個、蓄光ベルトクリップ5個、指揮台、ディスクカッター、替刃5個、カッター用
マット、レターケース3個、オフィスチェスト5個、踏み台、台車、コンテナ、ユニットケース10個(収

稲荷分団 モバイルバッテリー電源タップ２０個

砂川分団 テント・サイドシート 1、クーラーボックス 1、救急セット 2

深草分団 エアコン1台

藤ノ森分団 安全ゴーグル 33、LEDヘッドライト 33、ゴーグルセフティーグリップ  33

竹田分団 ヘッドライト 24、飲料水30本 1セット

右 京

西 京

伏 見
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令和2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

整備内容市区町村名
分団名又は分団数

（本団は別）

住吉分団 備蓄食品一式

板橋分団 ハーネス、レスキューミー１９個、冷感タオル１９個、マスクスプレー１９個

南浜分団 黒短靴 17

桃山分団 黒短靴 10、LEDライト 30、ウエストバック 8

下鳥羽分団 ヘッドライト 25

向島分団 Tシャツ 19、ライト付誘導棒 15

醍醐分団 発電機 1、LEDワークライト 1、パソコン 1

醍醐池田分団 エアコン（取付費含） 1

春日野分団 空気清浄機付ファンヒーター 1、パネル型ポスター 2、マグネットポスター（デザイン込） 6

日野分団 Tシャツ 25、裾止めバンド 25

小栗栖分団 集塵機1台、石油ストーブ1台、パソコン1台

横大路分団 マグネットシート２１枚、マスク１０００枚

納所分団 保管庫浅型下置き引違いガラス戸 1、折りたたみ椅子（送料込） 11、テプラ 6

久我分団 ロングTシャツ 35、クールライトTシャツ 35、インクカートリッジ 2

羽束師分団 Tシャツ１１着、保護メガネ１１個、ポータブル電源

淀分団 封筒型シュラフ３０、LEDヘッドライト１２、トートバッグ１６、ウエストポーチ１６

伏 見
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