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１ 垂水市消防機器配置状況 

（１）消防本部 

昭和４４年 ４月 １日 

昭和４４年 ９月２７日 

 

昭和４５年 ２月１５日 

昭和４５年 ３月 ９日 

 

 

 

昭和４５年 ３月１１日 

昭和４６年 ４月 １日 

昭和４６年 ７月１５日 

昭和４６年 ７月２１日 

昭和４６年１０月 ７日 

昭和４６年１０月 ７日 

昭和４７年 ２月２３日 

 

昭和４７年 ３月 ６日 

昭和４７年 ５月３１日 

昭和４７年 ６月２０日 

昭和４７年１２月 ２日 

昭和４８年 ４月 ２日 

昭和４８年 ９月１８日 

昭和４９年 ２月１２日 

昭和４９年 ２月１３日 

昭和４９年 ２月１５日 

 

 

昭和４９年 ３月１９日 

昭和４９年１１月１９日 

昭和５０年 ７月２５日 

昭和５０年 ９月１０日 

昭和５０年１１月２１日 

昭和５１年 １月３１日 

昭和５１年 ８月１１日 

昭和５１年 ９月１０日 

昭和５１年１０月 ８日 

昭和５１年１０月１５日 

 

昭和５１年１０月１８日 

 

 

昭和５１年１０月３０日 

昭和５１年１１月１０日 

救急車購入、配置（トヨタＭＳ、５６ＶＳ型Ｂ級） 

消防専用無線電話装置設置（基地局１、移動局２） 

超短波１４９．７３MHZ Ｆ３（JRC１０ｗ）発電機１．２ｋｗ（１００V･１２V） 

消防本部・署庁舎新築（鉄筋コンクリート３階建） 

気象観測機器購入設置 

（１） 自記プロペラ型風向風速計 

（２） 自記雨量計 

（３） 自記湿度計 

水槽付消防ポンプ車購入配置（いすずＴＸＧ２０、２．５ｔ積） 

救急車サイレンをピ－ポ－に切り替え 

気象観測機器、自記気圧計購入設置 

仮眠室冷房装置取付（日立） 

消防無線電話装置増設、無線移動局（しょうぼうたるみず３）設置 

消防ポンプ自動車購入（ニッサンパトロールＦＨ６０） 

消防無線電話装置に県共通波挿入１４８．２１ＭＨＺ、Ｆ３（１０ｗ） 

基地局１・移動局３（しょうぼうたるみず１～３） 

救急車に進入破壊器具弁慶購入積載 

新日本消防機器よりレンジャー用品一式購入 

武田ポンプよりエンジンカッター購入 

森田ポンプより現場外套７着購入 

輅車付消防車（火災保険号）寄贈配置 

全国農協共済よりニッサンフォーミー救急車寄贈配置 

消防専用無線電話装置配置(移動局１)並びに周波数変更（149.7１MHZ，F3E10ｗ） 

第8分団消防ポンプ自動車へ本部無線設備移動局(しょうぼうたるみず２)を移動設置 

消防専用無線電話装置（移動局）二局取付 

現有数   基地局 １ 

        移動局 ６（１基は第８分団消防車へ積載） 

森田ポンプより防熱衣１０(第８,小２)及びヘルメット（タレ付）１０購入 

火災原因調査器具一式購入 

投光機器等（含発電機）購入 

消防専用携帯無線電話機１局購入（しょうぼうたるみず１１） 

マジックギブスセット・血圧計購入 

消防専用携帯無線電話機１局購入（しょうぼうたるみず１２） 

レンジャー服一式購入 

消防専用携帯無線電話機１局購入（しょうぼうたるみず１３） 

水槽付消防ポンプ車購入（日野ＫＲ３２１、２.５ｔ積載） 

消防専用無線電話装置設置場所変更 

（第８分団車から分遣所配置予定の水槽付消防ポンプ自動車へ） 

牛根分遣所に消防用無線電話装置設置（基地局、固定局１）しょうぼううしね 

  超短波  １４９．７１ＭＨＺ  Ｆ３ １０ｗ 

       １４８．２１ＭＨＺ  Ｆ３ １０ｗ 

空気呼吸器一式購入  Ｎ６Ｓ８型  ３台 

通信室用ユーダイヤル購入  ３０回線挿入 
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昭和５２年 ３月３１日 

昭和５２年 ３月３１日 

 

 

昭和５２年 ９月 ５日 

昭和５２年 ９月３０日 

 

昭和５２年１２月 ３日 

昭和５３年 ２月 ７日 

昭和５３年 ２月２１日 

昭和５３年 ３月２２日 

昭和５３年 ３月２７日 

昭和５３年 ３月２７日 

昭和５３年 ３月２７日 

昭和５３年 ３月２８日 

昭和５３年 ３月２８日 

昭和５３年 ３月２９日 

昭和５３年 ３月２９日 

昭和５３年 ６月２１日 

昭和５３年 ６月２７日 

昭和５３年 ８月２１日 

 

昭和５３年 ９月１１日 

昭和５３年１１月３０日 

昭和５３年１１月３０日 

 

昭和５３年１２月２５日 

昭和５４年 ２月２８日 

昭和５４年 ３月１０日 

昭和５４年 ３月１５日 

昭和５４年 ３月３１日 

 

 

昭和５４年１１月１０日 

 

 

 

昭和５４年１１月２３日 

昭和５４年１１月３０日 

昭和５５年 ３月２４日 

昭和５５年 ３月３１日 

昭和５６年 １月１９日 

昭和５６年 １月１９日 

昭和５６年 １月２０日 

昭和５６年 １月２９日 

昭和５６年 ３月３１日 

発電機購入 ２ＫＶＡ（１００Ｖ・１２Ｖ）分遣所設置 

分遣所気象観測機器購入 

 （１） 自記プロペラ型風向風速計     （２） 自記雨量計 

 （３） 自記湿度計            （４） 自記温度計 

自動サイレン吹鳴装置２台購入               本署・分遣所設置 

消防専用携帯無線電話２台購入（しょうぼうたるみず１４） 

              （しょうぼうたるみず１５） 

消火器ＡＢＣ５０型２本、ＡＢＣ２０型２本購入          岳野へ配置 

ガレージジャッキ購入１０ｔ                  分遣所へ配置 

空気呼吸器一式購入Ｎ６Ｓ８型２台 エンジンカッター購入    分遣所へ配置 

救急自動車購入（ニッサンキャラバン２０００ＣＣ２Ｂ型）    分遣所へ配置 

山林火災用チェンソー２台購入              本署・分遣所へ配置 

双眼鏡２台購入                     本署・分遣所へ配置 

火災現場用カメラ購入 

コンプレッサー一式購入（東芝圧力一馬力）            本署へ配置 

充電機購入（ＭＸ－５５）                    本署へ配置 

分遣所通信室用ユーダイヤル購入３０回線挿入 

気象観測自記温度計購入                     本署へ配置 

消防用救助マット  １台購入                  本署へ配置 

人工呼吸器     １台購入                  本署へ配置 

消防専用無線電話設置（移動局）１基取付            分遣所へ配置 

 （きゅうきゅうたるみず２） 

小型動力ポンプ積込式軽自動車三菱５５０１台購入        分遣所へ配置 

本署浴室ボイラー一式設置 

ピットゲージ２個購入                      本署へ配置 

弁慶    ２個購入                  本署・分遣所へ配置 

プルスモニター １基購入                    本署へ配置 

可燃性ガス検知器 １基購入                   本署へ配置 

ロータリーノズル及び分水器一式購入               本署へ配置 

酸素発生閉鎖循環式呼吸器 ２セット購入             本署へ配置 

消防専用携帯無線電話機 ２台購入                本署へ配置 

（しょうぼうたるみず１６）   

（しょうぼうたるみず１７） 

消防専用無線電話機（移動局）3基購入 

積込車     （しょうぼううしね２）            分遣所へ配置 

救急車３Ｂ型  （きゅうきゅうたるみず２）           本署へ配置 

指令車     （しょうぼうたるみず５）            本署へ配置 

指令車購入（ニッサングロリア２０００ＣＣ）           本署へ配置 

火災現場用消防長靴   １０足購入（内３足は分遣所） 

指令車用パイプ車庫一式購入                   本署へ配置 

損害保険協会より日産シビリアン救急車３Ｂ型寄贈         本署へ配置 

救助幕購入                           本署へ配置 

空気呼吸器一式 １台購入                    本署へ配置 

レンジャー服一式購入                      本署へ配置 

救急用舌圧子電灯購入                      本署へ配置 

鋼管製３連伸縮梯子購入                     本署へ配置 
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昭和５６年 ８月１７日 

昭和５７年 ３月１０日 

昭和５７年 ２月１９日 

昭和５７年 ３月３１日 

昭和５７年 ３月３１日 

昭和５７年 ３月３１日 

昭和５７年 ６月３０日 

昭和５８年 ３月１５日 

昭和５８年 ３月２８日 

昭和５８年１１月 ９日 

昭和５８年１１月２３日 

昭和５８年１２月１０日 

昭和５９年 ３月１６日 

昭和５９年１１月３０日 

 

昭和５９年１１月３０日 

 

 

昭和６０年 １月１４日 

昭和６０年 ２月２３日 

昭和６０年 ３月１４日 

昭和６０年 ３月１５日 

昭和６０年１１月１５日 

 

昭和６０年１１月３０日 

 

昭和６１年 ３月２５日 

 

 

昭和６１年 ４月１５日 

 

昭和６１年 ８月 １日 

 

 

昭和６１年１１月１０日 

昭和６１年１１月１３日 

 

昭和６１年１２月１５日 

昭和６１年１２月１７日 

昭和６１年１２月１７日 

昭和６２年 １月１２日 

昭和６２年 １月１６日 

昭和６２年 １月１７日 

昭和６２年 ２月１９日 

昭和６２年 ４月１４日 

昭和６２年１０月２０日 

消防専用携帯無線電話１台購入 （しょうぼうたるみず１４）    本署へ配置 

消防専用携帯無線電話１台購入 （しょうぼううしね１３）    分遣所へ配置 

発電機（Ｅ８００）１台・投光器（３００ｗ）２台購入       本署へ配置 

３点セット（ピットゲージ・圧縮計・真空計）購入           本署へ配置 

救急用レサシバッグ購入                     分遣所へ配置 

ホース修理用リベッタ購入                本署・分遣所へ配置 

本署仮眠室にルームエアコン（サンヨーＳＡＰＫＹ４５１４）購入  本署へ配置        

昭和５０年７月２５日本署購入の発電機一式          分遣所へ移設置 

自動録音電話装置購入                      本署へ配置 

レコーディングレサシアン購入 

日本防火協会より広報車寄贈                   本署へ配置 

レンジャー用ヘルメット（Ｏ型）３６個購入 

工具セット（ＳＫ３３０）購入 

水槽付消防ポンプ自動車（日野Ｐ－ＧＤ１７２ＢＡ・２．５ｔ積・３ｔウインチ付） 

                                本署へ配置 

消防専用無線電話車載携帯無線機１台購入（しょうぼうたるみず６） 

発電機（ホンダ４００）１台・投光器１台 

空気呼吸器（ライフゼム８型）一式４台購入        本署タンク車へ積載 

昭和４５年３月１１日購入の水槽付消防ポンプ車(いすゞYXG２０)老朽のため廃車 

自動録音電話装置購入                     分遣所へ配置 

損害保険協会より日産キャラバン救急車２Ｂ型寄贈         本署へ配置 

昭和４８年９月１８日全国農協共済より寄贈の日産ホーミー救急車老朽のため廃車 

救助工具  ハイジャッキ一式・エアーカッター一式・ＳＯＳツール一式 

ファイヤーレンジャー２組購入                  本署へ配置 

消防用無線電話購入（基地局）   

（しょうぼうたるみず）                     本署へ配置 

水槽付・親子ポンプ装置付消防ポンプ車購入（日野Ｐ－ＦＤ１７１ＢＤ１．５ｔ積） 

                                本署へ配置 

空気呼吸器（カワサキライフゼムＫ２）一式・２台購入   本署・分遣所へ配置 

昭和４６年１０月７日購入の消防ポンプ車（日産パトロールＦＨ６０）      

老朽のため廃車 

消防専用無線電話装置（移動局）２基購入 

しょうぼうたるみず３（タンク２号車）              本署へ配置 

しょうぼううしね１（タンク車）                分遣所へ配置 

予防広報用防火フイルム２本購入                 本部へ配置 

消防専用携帯無線電話２基購入（しょうぼうたるみず16） 本部へ配置 

(しょうぼううしね13） 分遣所へ配置 

エンジンカッター１台購入                    本署へ配置 

エンジンチェンソ－（ダイワＥ３４６－１４）１台購入       本署へ配置 

自記温度計（週巻）１台購入                  分遣所へ配置 

災害用カメラ１台購入                      本署へ配置 

昭和５２年３月３１日購入の自記温度計（分遣所配置）老朽のため廃棄 

救急車（ニッサン２Ｂ型）１台中村商事（中村幸郎）寄贈     分遣所へ配置 

災害用カメラ１台購入                     分遣所へ配置 

昭和５３年３月２２日購入の救急車（分遣所配置）老朽のため廃車 

消防専用携帯無線電話２基購入（しょうぼうたるみず13）      本署へ配置 
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昭和６２年１２月２４日 

 

昭和６３年 ３月 ３日 

 

昭和６３年 ３月２２日 

 

昭和６３年 ６月 ７日 

昭和６３年 ８月２０日 

昭和６３年 ８月２４日 

昭和６３年１１月１４日 

昭和６３年１１月１５日 

 

昭和６３年１２月２７日 

平成 元年 １月３０日 

平成 元年 ７月１３日 

平成 元年 ８月２２日 

平成 元年 ９月 １日 

平成 元年１１月 ２日 

平成 元年１２月 １日 

平成 元年１２月１３日 

平成 元年１２月１７日 

平成 ２年 １月 ５日 

平成 ２年 ７月 ９日 

平成 ２年 ７月１６日 

平成 ２年１０月３１日 

平成 ２年１１月２２日 

平成 ２年１２月２７日 

平成 ３年 １月１６日 

平成 ３年 １月３０日 

平成 ３年 ２月 １日 

平成 ３年 ２月２５日 

平成 ３年 ５月１６日 

平成 ３年 ６月１８日 

平成 ３年 ７月１１日 

平成 ３年 ７月１１日 

平成 ３年 ９月 ２日 

平成 ３年 ９月２６日 

平成 ３年１０月１８日 

平成 ３年１０月２３日 

平成 ３年１０月２３日 

平成 ３年１１月２２日 

平成 ３年１１月２７日 

平成 ４年 １月１０日 

平成 ４年 ２月 ５日 

平成 ４年１１月２１日 

 （しょうぼううしね14）   分遣所へ配置 

救助資機材 （チルホールＴ－７型・溶断器ニューチョパック・エアージャッキ  

マキシホース１式）購入                     本署へ配置 

電気ドリル（マキタ６０１０Ｎ）購入                本署へ配置 

ディスクグラインダー（マキタ９５００Ｎ）購入         分遣所へ配置 

消防専用無線電話装置（移動局）１基購入   

救急垂水１（きゅうきゅうたるみず１）              本署へ配置 

予防広報用防火フィルム１本購入                 本部へ配置 

日本消防協会より電源照明付資機材等搬送車（イスズNHR55E）寄贈 本署へ配置 

消防専用携帯無線電話機２基購入（しょうぼうたるみず１７・１８） 本署へ配置 

消防ポンプ自動車（イスズP-NKR５８E２N改）購入        本署へ配置 

消防専用無線電話装置（移動局）1基購入 

しょうぼうたるみず２（ポンプ車）                本署へ配置 

消防専用携帯無線電話機５Ｗ１基購入（しょうぼうたるみず２０）  本署へ配置 

予防広報用防火フィルム１本購入                 本部へ配置 

救助資機材一式購入                       本署へ配置 

消防専用車載型無線機（移動局）１基購入（しょうぼうたるみず２） 本署へ配置 

消防本部現地指揮本部旗購入                   本署へ配置 

予防広報用防火ビデオテープ1本購入               本部へ配置 

指令車購入                           本署へ配置 

安全帯（東消型）１０個購入            本署(８)分遣所(２)へ配置 

音声合成マイク（大阪サイレン製）購入       本署(２)分遣所(１)へ配置 

消防専用携帯無線電話機５Ｗ１基購入（しょうぼうたるみず２１）  本署へ配置 

災害組織用救急箱購入        

防火フィルム（１６ミリ）購入        

消防用図書（日本防災１００年史）購入 

メガホン（充電式）購入 

消防専用携帯無線電話機５Ｗ１基購入（しょうぼううしね２０）  分遣所へ配置 

救急車積載備品購入（寄贈救急車用） 

安田生命より日産キャラバン救急車２Ｂ型寄贈           本署へ配置 

訓練用消火器２個購入 

昭和５５年３月３１日寄贈の救急車（日産シビリアン３Ｂ型）垂水中央病院へ譲渡 

消防署応援旗購入 

空気呼吸器用ボンベ（超軽量）購入２本 

防火用懸垂幕購入                       分遣所へ配置 

水槽付消防ポンプ車購入                    分遣所へ配置 

消防専用車載型無線機（移動局）１基購入（しょうぼうたるみず２） 本署へ配置 

昭和５１年１１月４日購入の水槽付消防ポンプ車（日野ＫＲ321）老朽のため廃車 

充電器１台購入                         本署へ配置 

訓練用レサシアン（ジュニア用）購入               本署へ配置 

消防専用携帯無線電話機１Ｗ１基購入（しょうぼうたるみず１２）  本署へ配置 

小型動力ポンプ積込式軽自動車（ホンダ６６０ＣＣ）1台購入      分遣所へ配置 

小型動力ポンプ積込式軽自動車（三菱５５０ＣＣ）老朽のため廃車 

牛根分遣所無線基地局購入（しょうぼううしね） 

消防専用携帯無線電話機５Ｗ１基購入（しょうぼうたるみず１１）  本署へ配置              

救助ロープ投下袋購入                      本署へ配置 
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平成 ５年 ２月１２日 

平成 ５年 ３月 １日 

平成 ５年 ５月２５日 

平成 ５年 ６月 ７日 

平成 ５年 ７月２６日 

平成 ５年１２月２０日 

平成 ６年 ２月１５日 

平成 ６年 ３月２０日 

平成 ６年 ５月２７日 

 

平成 ６年 ８月２５日 

平成 ６年 ９月２７日 

平成 ６年１２月 ２日 

平成 ７年 ５月１９日 

 

 

平成 ７年 ７月 ５日 

平成 ７年 ７月２１日 

平成 ７年 ８月３１日 

平成 ７年１１月 ２日 

平成 ７年１２月１３日 

平成 ８年 ６月１３日 

平成 ８年 ７月３０日 

平成 ８年１０月 ５日 

平成 ８年１１月 ２日 

平成 ８年１１月１８日 

平成 ８年１２月１１日 

平成 ８年１２月１１日 

平成 ９年 ３月１２日 

平成 ９年 ３月１７日 

平成 ９年 ９月３０日 

平成 ９年１０月３０日 

 

平成 ９年１２月 ２日 

平成 ９年１２月 ２日 

平成 ９年１２月 ７日 

平成１０年 １月２８日 

平成１０年 ３月２７日 

平成１０年１０月１０日 

平成１０年１１月３０日 

 

平成１１年 ３月２３日 

平成１１年 ５月１４日 

平成１１年 ８月１０日 

平成１１年 ８月１８日 

平成１１年 ９月２０日 

教材用ビデオ購入                        本署へ配置 

水力発電施設周辺地域交付金事業により林野火災用資機材購入 

救急資機材 咽頭鏡セット・聴診器購入 

救急資機材 マギール鉗子購入 

広報車(株)垂水生コンより寄贈（トヨタ、ステーションワゴン）１０人乗 

組立式野外天幕購入 

カメラ１台購入                         本署へ配置 

消防用ホース３０本購入                     本署へ配置 

消防専用携帯無線電話機５ｗ３基購入（しょうぼうたるみず２２） 本署(１)配置 

（しょうぼううしね２１・２３） 分遣所(２)へ配置 

手指消毒器購入                         本署へ配置 

気象観測雨量計購入                      分遣所へ配置 

水力発電施設周辺地域交付金交付事業による林野火災用資機材購入 

消防専用携帯無線電話機５Ｗ６基購入                

（しょうぼうたるみず２３・２４・２５・２６・２７） 本署(５)へ配置 

（しょうぼううしね２２） 分遣所(1)へ配置 

心肺蘇生法訓練用ダミー６体購入                 本署へ配置 

救急資機材（患者監視装置）１台購入               本署へ配置 

発電機購入                          分遣所へ配置 

石油交付金事業による携帯無線機５Ｗ１基購入(しょうぼうたるみず28)本署へ配置 

カメラ２台・ハンマードリル購入                 本署へ配置 

張力計購入                           本署へ配置 

心肺蘇生法訓練用ダミー５体購入                 本署へ配置 

消防用ホース２４本購入             本署(１８)分遣所（６）へ配置 

空気呼吸器一式購入                       本署へ配置 

石油交付金事業による携帯無線機５Ｗ１基購入(しょうぼうたるみず11)本署へ配置 

日産ホーミー救急車資機材一式寄贈命名財宝号（株）鹿農      本署へ配置 

昭和６２年4月1日寄贈の救急車（分遣所配置）老朽のため廃車 

平成3年1月30日日産キャラバン救急車（安田生命寄贈）本署～分遣所へ配置替 

頚椎固定シーネックロック（６サイズ）購入            本署へ配置 

消防用ホース２２本購入                     本署へ配置 

石油交付金事業による１Ｗ携帯無線機を５Ｗ更新                   

(しょうぼうたるみず１４) 本署へ配置 

水槽付消防ポンプ自動車（日野KC－GDIJGBA、２．５ｔ積）    本署へ配置 

昭和５９年１１月３０日購入のタンク車（２．５ｔ積）老朽のため廃車 

携帯用人工蘇生器マニテーターセットEM－１型１組購入      本署へ配置 

救急用布担架購入                       分遣所へ配置 

頭部固定用具セット一式購入                  分遣所へ配置 

アネロイドメータ一式血圧計３台購入         本署(２)分遣所(１)へ配置 

石油交付金事業による携帯無線機５W１基購入      

（しょうぼうたるみず１５） 本署へ配置 

ポータブル吸引器（ＯＢ２０００）１台購入            本署へ配置 

ポータブル吸引器（ＯＢ２０００）１台購入           分遣所へ配置 

心肺蘇生法訓練用ダミー購入                   本署へ配置 

消防専用無線電話装置(移動局)１基購入 (きゅうきゅううしね１)  分遣所へ配置 

救急用パルスオキシメーター購入                分遣所へ配置 
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平成１１年 ９月２１日 

平成１１年１１月１１日 

平成１１年１１月１１日 

平成１１年１１月１１日 

平成１２年 ２月 １日 

平成１２年 ５月２３日 

平成１２年 ５月２３日 

平成１２年１０月１２日 

平成１２年１１月 ２日 

 

平成１２年１１月 ２日 

 

平成１３年 １月１９日 

 

平成１３年 ２月２８日 

 

平成１３年 ３月２８日 

平成１３年 ６月２０日 

平成１３年 ７月１９日 

平成１３年１２月 ７日 

 

平成１４年 ３月２７日 

平成１４年 ５月２４日 

平成１４年 ８月３０日 

 

平成１４年 ９月２４日 

 

平成１４年１２月１２日 

平成１４年１２月２０日 

 

平成１５年１２月 ８日 

平成１６年 １月１９日 

 

平成１６年 ５月３１日 

平成１６年 ６月２４日 

平成１７年 ３月 １日 

平成１７年 ５月 ９日 

平成１７年 ７月２８日  

平成１７年 ９月２０日 

平成１７年 ９月２１日 

平成１７年 ９月２１日 

平成１８年 ２月 １日 

平成１８年 ３月２４日 

平成１８年 ４月１７日 

平成１８年 ７月２５日 

平成１８年 ７月２５日 

気象用自記気圧計購入                      本署へ配置 

石油交付金事業よる携帯無線機５Ｗ１基購入(しょうぼうたるみず１６) 本署へ配置 

昭和６０年３月１４日寄贈の救急車日産キャラバン老朽のため廃車 

救急自動車購入（２Ｂ型）日産キャラバン             本署へ配置 

消防専用無線電話装置（移動局）１基購入 (しょうぼうたるみず５)  本署へ配置 

救命胴衣２０着購入                本署(１５)分遣所(５)へ配置 

自記温湿度計購入                        本署へ配置 

トランジスターメガホン購入                   本署へ配置 

消防ポンプ自動車ＣＤ－１型（イスズＫＫ－ＮＫＳ７１ＧＲ） 

日本損害保険協会寄贈                      本署へ配置 

昭和６３年１１月１４日購入の消防ポンプ自動車（イスズ－NKR ５８E２N改） 

老朽のため廃車   

救助用機具（救助用縛帯３個、安全帯５個、エッジプロテクター１個）購入 

本署へ配置 

石油交付金事業による５Ｗ携帯無線機３基購入   

(しょうぼうたるみず１３・１７・１８) 本署へ配置 

カメラ１台購入                         本署へ配置 

消防専用携帯無線電話機１基購入（しょうぼううしね１３）    分遣所へ配置 

消防ホース１５本購入                  本署(５)分遣所(10)へ配置 

石油交付金事業による５Ｗ携帯無線機１基購入  

（しょうぼうたるみず２０） 本署へ配置 

バックボード購入                     救急２号車へ配置 

消防専用携帯無線電話機５Ｗ１基購入（しょうぼううしね１４）  分遣所へ配置 

全自動蒸気滅菌器・脱臭殺菌オゾン発生装置・手指消毒器  

殺菌線ロッカ－・消毒器用保管庫購入 本署へ配置 

高度救急処置シュミレター                    本署へ配置 

頚椎、脊椎固定搬送用具購入                  分遣所へ配置 

日産ホーミー救急車（財宝号（株）鹿農）           分遣所へ配置替 

石油交付金事業による５Ｗ携帯無線機２基購入  

（しょうぼうたるみず１２・２１） 本署へ配置 

消防専用無線電話装置１基購入（しょうぼうたるみず３）      本署へ配置 

高規格救急自動車(ニッサンTC－FTWGE５０)購入 本署へ配置 

救急１号車廃車（安田生命平成３年１月１５日寄贈分）  

消防専用携帯無線電話機５Ｗ１基購入 本署へ配置 

消防専用携帯無線電話機５Ｗ１基購入（しょうぼうたるみず１７）  本署へ配置 

消防専用無線電話装置１基購入（しょうぼうたるみず４）      本署へ配置 

バキュームスプリントＣ１一式購入              救急１号へ配置 

消防ホース２０本購入              本署(１０)分遣所(１０)へ配置 

自記温湿度時計一式購入                     本署へ配置 

小型動力ポンプ積込式軽自動車ダイハツ６６０cc１台購入     分遣所へ配置   

小型動力ポンプ積込式軽自動車ホンダ６６０cc老朽のため廃車 

消防ホース１０本購入                      本署へ配置

自動体外式除細動器（ＡＥＤ）２式 垂水医師会寄贈    本署・分遣所へ配置 

ＡＥＤトレーニングユニット購入                 本署へ配置 

自動体外式除細動器（ＡＥＤ）２式購入              本署へ配置 

ＡＥＤトレーニングユニット２式購入               本署へ配置 
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平成１８年１０月２３日 

平成１８年１１月 ７日 

 

平成１９年 １月２６日 

平成１９年 １月２６日 

平成１９年 ２月 ２日 

平成１９年 ７月 ３日 

 

平成１９年 ７月２６日 

平成１９年１２月２０日 

 

平成２０年 ６月 ４日 

平成２０年 ８月 １日 

平成２０年 ９月 ３日 

平成２０年１０月 ８日 

平成２０年１２月 ２日 

平成２１年 ６月１６日 

平成２１年 ６月２６日 

平成２１年 ８月２５日 

平成２１年 ９月１８日 

 

 

平成２１年１０月３０日 

平成２１年１１月２０日 

平成２１年１２月 ４日 

平成２２年 １月１４日 

 

平成２２年 １月２０日 

平成２２年 １月２２日 

 

 

平成２２年 ２月１７日 

 

平成２２年 ３月１５日 

平成２２年 ３月１９日 

平成２２年 ３月２５日 

平成２２年 ３月２７日 

平成２２年 ４月１６日 

平成２２年 ８月３１日 

平成２２年１０月１２日 

 

平成２２年１１月３０日 

平成２３年 ３月１０日 

平成２３年 ３月１８日 

平成２３年 ３月２９日 

平成２３年 ３月３１日 

訓練用消火器３本（肝属地区危険物安全協会）寄贈         本署へ配置 

ショートボード（脊柱固定用機器）３式 

 日本損害保険協会寄贈                 本署・分遣所へ配置 

水槽付消防ポンプ自動車 １－Ａ型（１．５ｔ）購入        本署へ配置 

昭和６１年３月２５日購入の水槽付消防ポンプ自動車老朽のため廃車 

石油交付金事業による消防ホース１０本購入            本署へ配置 

石油交付金事業による消防ホース１０本購入            本署へ配置 

消防ホース２０本購入              本署(１０)分遣所(１０)へ配置 

救急車監視モニター購入                     本署へ配置 

救急車（トヨタ ハイメディック）購入森伊蔵より寄贈      分遣所へ配置 

救急車（財宝号）廃車（平成８年１２月１１日）寄贈分             

訓練用消火器５本（肝属地区危険物安全協会）寄贈       本署へ配置 

消防ホース巻取り機（タコマンｖ２）購入             本署へ配置 

風車型風速計（５００型）転倒ます型雨量計（ＴＲ－０１１型）   本署へ配置 

消防ホース２０本購入              本署(１０)分遣所(１０)へ配置 

指令車購入（トヨタ ランドクルザープラド）            本署へ配置 

訓練用消火器３本購入                      本署へ配置 

パルスオキシメータ購入                     本署へ配置 

サーモンフォーカスプロ（体温計）保健福祉課より寄贈   本署・分遣所へ配置 

山岳救助資機材購入 

（レスキューセンダー、プロトラクション、ポーＭ、エーエムディ 

スクリューロック、フルボディーハーネス、シットハーネス） 本署へ配置 

防火服（上・下）帝国繊維１３着、防火帽１３個購入        本署へ配置 

石油交付金事業による消防ホース１０本購入            本署へ配置 

アネロイド血圧計 ハンド型購入                 本署へ配置 

高度救命処置シュミレーターセーブマンＬＭ－０７３ 

 総務省消防庁貸与品                      本署へ配置 

尿器２個購入                          本署へ配置 

蘇生教育モデルＪＡＭＹ Ⅳ ＲＥＣＯ 

  幼児モデルＪＡＭＹ Ⅱ ｂａｂｙ Ｎ 

  ＡＥＤトレーナー ＣＲ－Ｔ   救急振興財団より寄贈    本署へ配置 

防滴メガホン（ＴＲ－３１５Ｓ） 

日本防火・危機管理促進協会より寄贈              本署へ配置 

高圧洗浄機リョービＡＪＰ－１６００ ２機購入      本署・分遣所へ配置 

アンブ蘇生バックマークⅣ（成人用）1式購入           本署へ配置 

水槽付消防ポンプ自動車Ⅱ－Ａ型（２．５ｔ）購入        分遣所へ配置 

平成３年１０月１６日購入の水槽付ポンプ自動車老朽のため廃車 

防火衣ロッカー購入                      分遣所へ配置 

救急車患者監視装置一式購入                  分遣所へ配置 

救助資器材ルーカス一式（スプレッダー・カッター・ラムシリンダー）購入 

                                本署へ配置 

消防ホース１０本購入                      本署へ配置 

バックボード購入                       分遣所へ配置 

訓練用消火器（はやわざクン）３本購入              本署へ配置 

電動式可搬型吸引器購入                    分遣所へ配置 

山岳救助資器材購入                       本署へ配置 
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平成２３年 ５月 ６日 

平成２３年 ５月２０日 

平成２３年 ７月 １日 

平成２３年 ７月１５日 

平成２３年１１月２５日 

平成２３年１１月２５日 

平成２４年 １月２６日 

平成２４年 ２月２９日 

平成２４年 ２月２９日 

平成２４年 ２月２９日 

平成２４年 ２月２９日 

平成２４年 ３月 １日 

平成２４年 ６月１４日 

平成２４年１１月３０日 

平成２５年 ２月２６日 

平成２５年 ３月１８日 

平成２５年 ３月２２日 

平成２５年 ７月３１日 

平成２５年 ７月３１日 

平成２５年１０月２５日 

平成２５年１０月２９日 

平成２５年１１月１４日 

平成２５年１１月１４日 

平成２６年 １月 ７日 

平成２６年 １月２３日 

平成２６年 ３月 ４日 

平成２６年 ５月１６日 

平成２６年 ５月３０日 

平成２６年 ６月１２日 

平成２６年 ６月１８日 

平成２６年 ６月１９日 

平成２６年 ９月２４日 

 

平成２６年 ９月２９日 

平成２７年 ３月２３日 

平成２７年 ４月２７日 

平成２７年 ４月３０日 

平成２７年 ５月１１日 

平成２７年 ５月２５日 

平成２７年 ６月３０日 

平成２７年 ７月 ７日 

平成２７年 ９月 ８日 

平成２７年１１月１９日 

 

平成２７年１２月１１日 

 

軽量吸水管購入                         本署へ配置 

電動式可搬型吸引器購入                     本署へ配置 

水難救助資器材一式購入                     本署へ配置 

バキュームスプリント購入                   分遣所へ配置 

消防用ホース１０本購入                     本署へ配置 

消防用ホース２０本購入                    分遣所へ配置 

パルスオキシメーター購入                    本署へ配置 

電源照明車（日野デュトロＳＫＧ－ＸＺＵ６８５Ｍ型）購入     本署へ配置 

水難救助資器材購入                       本署へ配置 

空気ボンベ２本購入                       本署へ配置 

空気呼吸器（セイバー自給式呼吸器）購入             本署へ配置 

昭和６３年８月２０日購入の電源照明車（イスズ－NＨR５５E）更新のため廃車 

空気ボンベ５本購入                本署４本 分遣所１本配置 

石油交付金事業による消防ホース１０本購入（５０ミリ）      本署へ配置 

空気呼吸器（ＫＤ３０）２器購入                 本署へ配置 

水難救助資器材購入                       本署へ配置 

自動体外式除細動器（ＡＥＤ２１５１カルジオライフ）１式購入  分遣所へ配置 

風車型風速計（感部）一式購入                  本署へ配置 

転倒ます型雨量計（感部）一式購入                本署へ配置 

自動体外式除細動器（ＡＥＤ２１５１カルジオライフ）１式購入   本署へ配置 

救急２号車（トヨタハイメディック）、救急資器材一式購入      本署へ配置 

石油交付金事業による空気呼吸器一式（ライフゼム）購入      本署へ配置 

消防用ホース（２０ｍ）１０本購入               分遣所へ配置 

救急２号車（２Ｂ型日産キャラバン）廃車             本署へ配置 

救助マット購入                         本署へ配置 

空気ボンベ２本購入                       本署へ配置 

訓練用人形１体購入                       本署へ配置 

エンジンカッター （ハスクバーナ製）１機購入          本署へ配置 

訓練用ＡＥＤトレーナー（カーディオライフ）１機購入       本署へ配置 

ＣＰＲ訓練人形（エリックＷＥＫ－６）３体購入          本署へ配置 

マルチ型ガス検知器（新コスモスＸＡ－４４００）１機購入     本署へ配置 

石油交付金事業による空気呼吸器（ライフゼムＡ１－12）１器及び、 

空気ボンベ（軽量）（７３０ＣⅡ）１本購入             本署へ配置 

消防用ホース（２０ｍ）２０本購入                本署へ配置 

無線統合システム及びデジタル消防救急無線運用開始    本署・分遣所へ配置 

足踏み式ディスペンサーＨＣ－８００ １機購入          本署へ配置 

オキシバッグＷＯＢ 購入                   分遣所へ配置 

サーボクレーブ ＴＥ－２４０ＲＥ 購入             本署へ配置 

空気ボンベ２本購入                       本署へ配置 

ＣＰＲ訓練人形 マネキンエリックＬＭＳ－３１ ３機購入     本署へ配置 

タブレット端末Ｆ－０３Ｇ ３機購入          本署２・分遣所１配置 

消防用ホース巻取り機（タコマンⅤ２）購入           分遣所へ配置 

石油交付金事業による空気呼吸器（ライフゼムＡ１－１２）１器及び 

空気ボンベ（軽量）（７３０ＣⅢ）1本購入              本署へ配置 

緊急消防援助隊設備整備費事業による災害対応特殊救急自動車 

（トヨタ ＴＲＨ２２６Ｓ－ＱＦＰＤＫ－Ｈ）購入         本署へ配置 
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平成２７年１２月１４日 

平成２７年１２月１４日 

 

平成２７年１２月１５日 

平成２７年１２月２５日 

平成２８年 ３月 ２日 

平成２８年 ３月２２日 

平成２８年 ３月２３日 

平成２８年 ３月２４日 

 

平成２８年 ４月２８日 

 

平成２８年 ６月２３日 

平成２８年 ９月１２日 

 

平成２８年１１月２６日 

 

平成２８年１２月１８日 

平成２９年 １月２０日 

平成２９年 ８月２２日 

平成２９年 ９月２２日 

 

平成２９年１０月１８日 

平成２９年１１月１５日 

平成２９年１１月２７日 

 

平成２９年１２月 ４日 

平成２９年１２月１２日 

 

平成３０年 ６月２９日 

平成３０年１０月１１日 

平成３１年 １月１１日 

平成３１年 ３月２２日 

令和 元年 ５月１４日 

令和 元年 ７月３０日 

令和 元年１０月１０日 

令和 元年１１月２６日 

 

令和 ２年 ３月２３日 

令和 ２年１０月２９日 

令和 ２年１１月１６日 

令和 ２年１２月１７日 

令和 ３年 ３月 ４日 

令和 ３年 ６月１６日 

令和 ３年 ７月 ８日 

消防ポンプ自動車（日野 ＴＫＧ－ＸＺＵ６８５Ｍ）購入      本署へ配置 

平成１２年１１月２日寄贈（日本損害保険協会）の消防ポンプ自動車ＣＤ－１型 

（イスズＫＫ－ＮＫＳ７１ＧＲ）をリサイクル援助事業により海外へ寄贈 

平成１６年１月１９日購入の高規格救急車をリサイクル援助事業により海外へ寄贈 

平成５年７月２６日寄贈（垂水生コン㈱）による広報車更新のため廃車 

空気呼吸器（ＫＤ３０）１機購入                 本署へ配置 

アンブ蘇生バッグⅣ（成人用）１式購入             分遣所へ配置 

パルスオキシメータ購入                    分遣所へ配置 

気道確保訓練用資機材１式  

静脈路確保訓練用資機材１式 救急振興財団より寄贈        本署へ配置 

ｃａｐｎｏプチポケット ＣＯ２モニター（ＷＥＣ－7301）購入   本署へ配置 

ＣＯ２センサー（ＴＧ－１２１Ｔ）購入              本署へ配置 

風向風速計４要素記録器 購入                  本署へ配置 

空気呼吸器（ライフゼムＡ１－１２）１器及び空気ボンベ（軽量） 

（７３０ＣⅢ）１本購入                     本署へ配置 

石油交付金事業による空気呼吸器（ライフゼムＡ１－１２）１器及び 

空気ボンベ（軽量）（７３０ＣⅢ）１本購入             本署へ配置 

ワイヤレスアンプ（マイク）（ピンマイク）一式 購入        本署へ配置 

エアーコンプレッサー 一式 購入                本署へ配置 

空気呼吸器（ライフゼムＫ２）３器（平成３・１２・１３年購入）廃棄 

心肺蘇生訓練用人形２体（成人・乳児）  

ＡＥＤトレーナー１式  救急振興財団より寄贈          本署へ配置 

自動体外式除細動器（ＺＯＬＬ ＡＥＤ Ｐｒｏ）購入      分遣所へ配置 

水槽付消防ポンプ自動車ＣＡＦＳ搭載 ２.０ｔ積（日野）購入    本署へ配置 

石油交付金事業による空気呼吸器（ライフゼムＡ１－１２）１器及び 

空気ボンベ（軽量）（７３０ＣⅢ）１本購入             本署へ配置 

消防用ホース（５０ｍｍ×２０ｍ）２０本購入       本署・分遣所へ配置 

水槽付消防ポンプ自動車（日野ＫＣ－ＧＤＩＪＧＢＡ ２．５ｔ積） 

更新のため廃車 

水難救助資機材 一式 購入 

分遣所救急車（トヨタハイメディック）及び救急資機材一式 購入 分遣所へ配置 

平成１９年１２月２０日寄贈（森伊蔵）の救急車を鹿屋医療センターへ譲渡 

静脈路確保困難モデル 一式 救急振興財団より寄贈        本署へ配置 

空気呼吸器（ライフゼムKD30F）３器購入             本署へ配置 

救助訓練用安全マット 購入                                      本署へ配置 

消防用ホース（６５ｍｍ×２０ｍ）２０本購入           本署へ配置 

石油交付金事業による空気呼吸器（ライフゼムＡ１－１２）１器及び 

空気ボンベ（軽量）（７３０ＣⅢ）１本購入            分遣所へ配置 

チェンソー用保護ズボン ５着購入            本署・分遣所へ配置 

油圧救助資機材（ホルマトロ一式） 購入             本署へ配置 

消防団用ホース（65ｍｍ×20ｍ）２０本購入        本署・分遣所へ配置 

小型動力ポンプ積載車 購入                  分遣所へ配置 

オゾン装置監視モニター付 購入                 本署へ配置 

山岳救助資機材 フルボディハーネス ５着購入      本署・分遣所へ配置 

汚染物専用洗濯機 １台購入                   本署へ配置 
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令和 ３年 ８月 ６日 

令和 ３年 ８月１０日 

令和 ３年 ９月２４日 

令和 ３年１０月 ５日 

令和 ３年１０月 ６日 

令和 ３年１０月２２日 

令和 ３年１１月２７日 

令和 ３年１２月１５日 

令和 ４年 ３月１７日 

 

令和 ４年 ３月２８日 

 

自動体外式除細動器ＡＥＤ－３１００ 購入            本署へ配置 

チェンソーＳＴＩＨＬ ＭＳ２３０ 購入             本署へ配置 

空気ボンベ（軽量）７３０ＣⅢＡＺ 石油交付金事業にて３本受領  本署へ配置 

消防用ホース（６５ｍｍ×２０ｍ）            本署・分遣所へ配置 

エアーコンプレッサー 購入                   本署へ配置 

オゾン水発生装置  地方創生交付金事業にて２機受領   本署・分遣所へ配置 

ビデオ喉頭鏡マックグラス 鹿児島県消防学校より受領      分遣所へ配置 

高度救急シミュレーター 地方創生交付金事業にて１式受領     本署へ配置 

電動式心肺人口蘇生器コーパルスＣＰＲ    

地方創生交付金事業にて２機受領             本署・分遣所へ配置 

現場用カメラ 購入                       本署へ配置 
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(２) 消防団 

明治２５年１１月１０日 

大正１１年 ６月 

昭和 ５年 ５月 

昭和２６年 １月 

昭和２７年 １月 

昭和２８年 １月 

昭和２９年 ９月 

昭和２９年 ９月 

昭和３１年１０月 １日 

昭和３２年 １月 

昭和３２年１２月 

昭和３３年 １月 

昭和３３年 １月 

昭和３３年 １月 

昭和３３年 １月 

昭和３３年１２月 

昭和３３年１２月 

昭和３５年 ２月 

昭和３５年１２月 

昭和３６年 ２月 

昭和３７年１２月 

昭和３７年１２月 

昭和３８年１２月２４日 

昭和３９年 ４月 １日 

昭和３９年１２月２９日 

昭和４０年 ５月２０日 

昭和４０年 ５月３１日 

昭和４０年 ９月１０日 

昭和４１年１０月１５日 

昭和４１年１１月２６日 

昭和４２年１０月 ９日 

昭和４２年１０月 ９日 

昭和４２年１１月１４日 

昭和４３年１１月 ７日 

昭和４４年 ９月２４日 

昭和４５年１０月１７日 

昭和４５年１２月２４日 

昭和４５年１２月２８日 

昭和４６年 ８月１６日 

昭和４６年１０月２０日 

昭和４６年１２月２０日 

昭和４７年 ８月２０日 

昭和４７年 ９月 ９日 

昭和４７年 ９月２１日 

大ポンプ独乙型１１４号並びにハンド郷筒石川島製購入 

ドイツ型１号消防用ハンド卿筒購入（１９０円） 

ベンツタービン自動車購入（９，５００円） 町８，０００ 寄付金１，５００ 

消防ポンプ三輪自動車購入                  第２分団へ配置 

消防機材積込車（三輪自動車）購入               第6分団へ配置 

消防ポンプ自動車いすずＴＸ３０Ａ１級購入          第１分団へ配置 

消防ポンプ自動車出光号Ａ２級購入              第４分団へ配置 

消防ポンプ自動車出光号Ａ２級購入              第３分団へ配置 

小型動力ポンプＢ－３級購入                第７分団麓へ配置 

小型動力ポンプ中央号Ｂ－３級購入             第９分団境へ配置 

小型動力ポンプ中央号Ｂ－３級購入             第９分団境へ配置 

小型動力ポンプ中央号Ｂ－３級購入            第１分団市木へ配置 

小型動力ポンプエムロＣ－３級購入            第５分団大野へ配置 

小型動力ポンプ中央号Ｂ－３級購入            第７分団辺田へ配置 

小型動力ポンプ中央号Ｂ－３級購入            第９分団高野へ配置 

小型動力ポンプジャイアント号Ｂ－ 級購入        第８分団ニ川へ配置 

小型動力ポンプ中央号Ｂ－３級購入            第８分団深港へ配置 

小型動力ポンプ中央号Ｂ－３級購入            第８分団浮津へ配置 

消防ポンプ自動車ニッサンジュニアＢ－１級購入        第６分団へ配置 

小型動力ポンプラビットＢ－３級購入           第１分団中央へ配置 

消防ポンプ自動車いすずＴＸＧ３０Ａ１級購入         第１分団へ配置 

小型動力ポンプラビットＢ－３級購入             第３分団へ配置 

消防機材積込車トヨペット６２．５Ｐｓ購入          第８分団へ配置 

小型動力ポンプトーハツＣ１級購入              第８分団へ配置 

消防ポンプ自動車ニッサンジープＡ２級購入          第２分団へ配置 

小型動力ポンプラビットＣ－１級購入            第１分団浜平へ配置 

小型動力ポンプラビットＢ－３級購入               第３分団へ配置 

小型動力ポンプラビットＢ－３級購入           第４分団馬込へ配置 

小型動力ポンプラビットＢ－３級購入             第２分団へ配置 

小型動力ポンプラビットＢ－３級購入             第６分団へ配置 

小型動力ポンプトーハツＢ－３級購入            第４分団段へ配置 

小型動力ポンプトーハツＢ－３級購入           第８分団ニ川へ配置 

消防機材積込車トヨペット６６．６Ｐｓ購入          第９分団へ配置 

消防機材積込車トヨペット６７．８Ｐｓ購入           第７分団へ配置 

小型動力ポンプラビットＢ－３級購入             第５分団へ配置 

小型動力ポンプラビットＢ－３級購入             第９分団へ配置 

消防ポンプ自動車ニッサンパトロールＦＮ６０Ａ２級購入     第９分団へ配置 

昭和４２年１１月１４日購入の消防機材積込車を第5分団大野へ配置替 

昭和２９年９月購入の第３分団消防ポンプ自動車中央号老朽のため廃車 

小型動力ポンプラビットＢ－３級購入           第６分団大浜へ配置 

消防ポンプ自動車ニッサンジュニアＰＦ１４０購入       第３分団へ配置 

小型動力ポンプラビットＢ－３級購入           第８分団中浜へ配置 

消防ポンプ自動車ニッサンパトロールＦＨ－６０型購入     第４分団へ配置 

昭和２９年９月購入の第４分団消防ポンプ自動車出光号Ａ－２級老朽のため廃車 
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昭和４８年 ６月１２日 

 

昭和４８年 ８月 ４日 

昭和４８年 ８月 ９日 

 

昭和４８年１０月１２日 

 

昭和４８年１０月３１日 

 

昭和４８年１０月３１日 

昭和４９年 ８月１２日 

 

昭和４９年 ８月１２日 

昭和４９年 ８月１２日 

昭和４９年 ８月１２日 

昭和４９年１１月２８日 

昭和４９年１２月２０日 

昭和５０年 ７月 ７日 

昭和５０年 ７月２５日 

昭和５０年 ７月２５日 

昭和５１年 ７月２３日 

昭和５１年 ７月２３日 

 

昭和５１年 ７月２３日 

 

昭和５１年 ８月１０日 

昭和５１年 ８月１０日 

昭和５１年 ８月１５日 

昭和５１年１０月２３日 

昭和５２年 １月１０日 

昭和５２年 ８月１５日 

昭和５２年 ８月１５日 

昭和５２年 ９月２７日 

昭和５２年１２月１１日 

昭和５３年 ５月 ２日 

 

昭和５３年 ７月１１日 

昭和５３年 ８月１５日 

昭和５３年 ８月１５日 

昭和５３年 ８月１５日 

昭和５３年１０月 ６日 

昭和５３年１０月 ９日 

 

昭和５４年 ９月 ３日 

昭和５４年 ９月 ３日 

昭和２８年１月購入の第１分団消防ポンプ自動車いすずＴＸ３０Ａ－１級    

老朽のため廃車 

小型動力ポンプラビットＢ－３級購入           第５分団垂桜へ配置 

昭和３９年４月１日購入の第８分団中浜小型動力ポンプトーハツＣ－１級    

老朽のため廃棄 

昭和３３年１２月購入の第８分団ニ川小型動力ポンプジャイアントＢ－２級   

老朽のため廃棄 

昭和３８年１２月２４日購入の第８分団消防機材積込車トヨペット６２.５Ｐｓ 

老朽のため廃車 

消防ポンプ自動車日産パトロールＦ１４０型Ｂ－１級      第８分団へ配置 

昭和４０年５月２０日購入の第１分団浜平の小型動力ポンプラビットＣ－１級  

本部へ配置替 

昭和３３年１月購入の第１分団市木小型動力ポンプ中央号Ｂ－３級を浜平へ配置替 

小型動力ポンプラビットＢ－３級購入           第１分団市木へ配置 

小型動力ポンプラビットＢ－３級購入           第３分団錦町へ配置 

昭和４３年１１月７日購入の第７分団消防機材積込車を第５分団垂桜へ配置替 

消防ポンプ自動車日産パトロールＦ１４０型Ｂ－１級      第７分団へ配置 

昭和３３年１月購入の第５分団大野小型動力ポンプエムロＣ－３級老朽のため廃棄 

小型動力ポンプラビットＢ－３級購入             第７分団へ配置 

小型動力ポンプラビットＢ－３級購入             第９分団へ配置 

昭和３２年１月購入の第９分団境小型動力ポンプ中央号Ｂ－３級老朽のため廃棄 

昭和３６年２月購入の第１分団中央小型動力ポンプラビットＢ－３級      

老朽のため廃棄 

昭和４０年５月２０日購入の第１分団浜平小型動力ポンプラビットＣ－１級   

老朽のため廃棄 

小型動力ポンプラビットＢ－３級購入           第１分団浜平へ配置 

小型動力ポンプラビットＢ－３級購入           第８分団ニ川へ配置 

受令機購入（スタンダード社Ｃ８５０Ｚ）         第１～第９分団へ取付 

昭和３３年１月購入の第７分団辺田小型動力ポンプ中央号Ｂ－３級老朽のため廃棄 

昭和３３年１月購入の第１分団市木小型動力ポンプ中央号Ｂ－３級老朽のため廃棄 

小型動力ポンプラビットＢ－３級購入             第２分団へ配置 

小型動力ポンプラビットＢ－３級購入             第３分団へ配置 

消防ポンプ自動車日産パトロールＦＨＮ６０型購入       第６分団へ配置 

昭和３１年１０月購入の第７分団麓小型動力ポンプ中央号Ｂ－３級老朽のため廃棄 

昭和３５年１２月購入の第６分団消防ポンプ自動車日産ジュニアＢ－１級 

老朽のため廃車 

ヴャリアブルノズル２０本購入                 各分団へ支給 

小型動力ポンプラビットＢ－３級購入             第６分団へ配置 

小型動力ポンプラビットＢ－３級購入             第７分団へ配置 

小型動力ポンプラビットＢ－３級購入             第９分団へ配置 

消防ポンプ自動車購入日産ＦＨ６０Ａ－２級          第１分団へ配置 

昭和３７年１２月購入の第１分団消防ポンプ自動車いすずＴＸＧ－３０Ａ－１級 

老朽のため廃車 

昭和３３年１２月購入の第８分団深港小型動力ポンプ中央号－３級老朽のため廃棄 

昭和３５年１２月購入の第８分団浮津小型動力ポンプ中央号－３級老朽のため廃棄 
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昭和５４年 ９月１３日 

昭和５４年１１月３０日 

昭和５５年 ８月１１日 

昭和５５年 ８月２２日 

 

昭和５６年 ３月１８日 

 

昭和５６年 ３月１８日 

 

昭和５６年 ８月１９日 

昭和５６年 ８月１９日 

 

昭和５６年 ８月１９日 

 

昭和５６年１１月１４日 

 

昭和５６年１１月１４日 

 

昭和５７年 ８月１０日 

昭和５７年 ９月 ６日 

 

昭和５７年 ９月 ６日 

 

昭和５７年１１月２６日 

昭和５７年１２月２０日 

 

昭和５８年１１月１１日 

昭和５９年 １月 ４日 

 

昭和６１年 ６月２７日 

昭和６１年 ６月３０日 

昭和６１年１０月 ４日 

 

昭和６２年１０月 ２日 

昭和６２年１０月１５日 

昭和６２年１２月 ２日 

 

昭和６３年 １月１９日 

 

 

昭和６３年 ８月３０日 

昭和６３年 ９月 １日 

平成 元年 ３月 ７日 

平成 元年 ３月 ８日 

 

小型動力ポンプラビットＰ４０７Ｂ－３級２台購入  第８分団深港・浮津へ配置 

トランジスターメガホン（ＥＲ－６４）２個購入        第２・７分団へ配置 

小型動力ポンプラビットＰ４０７Ｂ－３級２台購入     第３・４分団へ配置 

小型動力ポンプ積込車トヨペットダブルキャビン１台購入  第５分団大野へ配置 

昭和３７年１２月購入の第３分団小型動力ポンプラビットＢ－３級老朽のため廃棄 

昭和４０年９月１０日購入の第４分団馬込小型動力ポンプラビットＢ－３級 

老朽のため廃棄 

昭和４２年１１月１４日購入の第５分団大野消防機材積込車トヨペット６６．６Ｐ

ｓ老朽のため廃車 

小型動力ポンプラビットＰ４０７Ｂ－３級２台購入     第２・８分団へ配置 

昭和４２年１０月９日購入の第８分団小型動力ポンプトーハツＢ―３級     

老朽のため廃棄 

昭和４１年１０月１５日購入の第２分団小型動力ポンプラビットＢ－３級    

老朽のため廃棄 

昭和３２年１２月及び昭和３３年１月購入の第９分団小型動力ポンプ      

中央号Ｂ－３級老朽のため廃棄 

昭和４０年５月３１日購入の第３分団小型動力ポンプラビットＢ－３級     

老朽のため廃棄 

小型動力ポンプラビットＰ407MB－３級２台購入 第５分団(大野)・６分団へ配置 

昭和４１年１１月２６日購入の第６分団小型動力ポンプラビットＢ－３級     

老朽のため廃棄 

昭和４４年９月２４日購入の第５分団（大野）小型動力ポンプラビットＢ－３級 

老朽のため廃棄 

消防ポンプ自動車日産Ｊ－ＦＧ160 Ａ－２級購入           第２分団へ配置 

昭和３９年１２月２９日購入の第２分団消防ポンプ自動車日産ジープＡ－２級 

老朽のため廃車 

小型動力ポンプラビットＰ４０７ＡＢ－３級購入      第４分団(段)へ配置 

昭和４２年１０月９日購入の第４分団（段）小型動力ポンプトーハツＢ－３級    

老朽のため廃棄 

消防ポンプ自動車日産サファリＦＧ６購入           第３分団へ配置 

小型動力ポンプ積載車日産アトラスＷキャブ１ｔ車購入  第５分団(垂桜)へ配置 

昭和４６年１２月２０日購入の第３分団日産パトロールＦ１４０老朽のため廃車 

昭和４３年１１月７日購入の第５分団車(垂桜)トヨペット老朽のため廃車 

消防ポンプ自動車日産サファリＦＧ１６１購入         第９分団へ配置 

昭和４５年１２月２４日購入の第９分団日産パトロールＦＨＮ６０老朽のため廃車 

小型動力ポンプラビットＰ－４０７Ｂ３級２台購入                

第９分団(高野)・第６分団(大浜)へ配置 

昭和４５年１０月１７日購入の第９分団(高野)小型動力ポンプラビットＰ406   

昭和４６年１０月３０日購入の第６分団(大浜)小型動力ポンプラビットＰ407   

老朽のため廃棄 

消防ポンプ自動車日産サファリＴ－FＧＹ６０改購入       第４分団へ配置 

昭和４７年９月９日購入の第４分団車日産ＦＨ６０老朽のため廃車 

小型動力ポンプラビットＰ４０７ＲＭ－３級１台購入     第５分団(垂桜)へ配置 

昭和４８年８月４日購入の第５分団(垂桜)小型動力ポンプラビットＰ４０５Ａ    

老朽のため廃棄 
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平成 元年 ８月３１日 

 

 

平成 元年 ９月２８日 

平成 元年 ９月２９日 

平成 元年１２月 ４日 

平成 元年１２月２５日 

 

平成 ２年 ３月３１日 

 

 

平成 ２年１０月１６日 

平成 ２年１０月１６日 

平成 ３年 ８月 １日 

平成 ３年 ８月２８日 

 

平成 ４年１１月１０日 

平成 ５年 １月１１日 

平成 ５年 ９月２１日 

平成 ５年 ９月２２日 

平成 ５年１１月１２日 

平成 ５年１１月１５日 

 

平成 ７年 ９月 ７日 

平成 ７年 ９月１４日 

 

平成 ７年１２月 ８日 

平成 ７年１２月１９日 

 

平成 ８年 ３月１２日 

 

 

平成 ８年 ３月２８日 

平成 ８年 ３月３１日 

平成 ８年 ３月３１日 

平成 ８年１０月 ５日 

平成 ９年 １月 ７日 

平成１０年 ３月 ５日 

平成１０年１２月１１日 

平成１０年１２月１１日 

 

平成１１年 １月２５日 

平成１１年 ８月１８日 

平成１２年 ５月１７日 

平成１２年 ９月 １日 

昭和４７年８月２０日購入の第８分団(中浜)小型動力ポンプラビットＰ４０６ 

昭和５１年８月１０日購入の第８分団(車庫)小型動力ポンプ P４０５A 老朽のため

廃棄 

消防ポンプ自動車日産サファリ－ＦＧＹ６０購入         第８分団へ配置 

昭和４８年１０月３１日購入の第8分団車日産F１４０老朽のため廃車 

小型動力ポンプラビットＰ４０７ＲＭ－３級１台購入    第２分団(中俣)へ配置 

昭和５０年７月２６日購入の第７分団(辺田)小型動力ポンプラビットＰ４０５Ａ   

老朽のため廃棄 

昭和４９年１０月１４日購入の第３分団(錦町)小型動力ポンプラビットＰ４０７ 

昭和５０年７月２４日購入の第９分団（車庫）小型動力ポンプラビットＰ４０５Ａ 

老朽のため廃棄 

消防ポンプ自動車日産サファリ－Ｔ－ＦＧＹ―６０購入      第７分団へ配置 

昭和４９年１２月２０日購入の第７分団車日産Ｆ１４０老朽のため廃車 

小型動力ポンプシバウラＴＦ－３０ＭＥＳ―３級１台購入     第１分団へ配置 

昭和４９年８月１２日購入の第１分団(市木)小型動力ポンプラビットＰ４０５Ａ   

老朽のため廃棄 

消防ポンプ自動車日産サファリ９６ＺＦＧＹ６０購入      第６分団へ配置 

昭和５０年９月２７日購入の第６分団日産ＦＨＮ６０老朽のため廃車 

消防ポンプ自動車三菱Ｕ－ＦＥ３３７Ｂ購入          第１分団へ配置 

昭和５５年１０月６日購入の第１分団車日産ＦＨ６０老朽のため廃車 

小型動力ポンプトーハツＶ３８ＣＳ１台購入          第１分団へ配置 

昭和５１年８月１０日購入の第１分団(浜平)小型動力ポンプラビットＰ４０５Ａ 

老朽のため廃棄 

小型動力ポンプトーハツＶ３８ＣＳ１台購入       第２分団(脇登)へ配置 

昭和５２年８月１５日購入の第２分団(脇登)小型動力ポンプラビットＰ４０５Ａ  

老朽のため廃棄 

小型動力ポンプ付積載車トヨタトヨエースＷキャブ車購入 第５分団(大野)へ配置 

昭和５５年８月２２日購入の第５分団（大野）トヨペット小型動力ポンプ積込車 

老朽のため廃車 

小型動力ポンプシバウラＢ－６，１２１台購入      第７分団（辺田）へ配置 

昭和５３年８月１５日購入の第７分団(辺田)小型動力ポンプラビットＰ－４０７ 

老朽のため廃棄 

消防ポンプ自動車トヨタランドクルーザーＫＣ－ＨＺＪ７５購入 第２分団へ配置 

消防ポンプ自動車日産Ｊ－ＦＧ１６０Ａ－2級        第５分団(垂桜)へ配置替 

小型動力ポンプ付積載車日産アトラスＷキャブ１ｔ車廃車 

消防用ホース１０本購入                    第４分団へ配置 

防火外套４着購入                     第１・２分団へ配置 

火点標示用標的２台購入 

小型動力ポンプシバウラＳＦ―６５５Ｂ３級購入     第９分団(車庫)へ配置 

昭和５３年８月１５日購入の第９分団（車庫）小型動力ポンプラビットＰ４０７ 

老朽のため廃棄 

ガソリン携行缶５リットル１９缶購入               各分団へ配置 

角型組立水槽１基購入 

角型組立水槽１基・火点標示用標的１台購入 

消防用ホース２７本購入                  各分団（３）配置 
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平成１２年１２月１３日 

平成１２年１２月１３日 

 

平成１３年 ７月１９日 

平成１３年 ７月２４日 

平成１３年 ８月 ３日 

平成１３年 ８月 ６日 

 

平成１４年 ３月２７日 

平成１４年 ８月２８日 

平成１４年 ８月２８日 

 

平成１５年１２月 ８日 

平成１６年 ４月 １日 

平成１６年 ４月 １日 

平成１６年 ５月２８日 

平成１６年 ６月２５日 

平成１６年 ６月２５日 

 

平成１６年１０月 ５日 

平成１７年 ８月 ９日 

平成１７年 ８月１６日 

 

平成１８年 ８月３１日 

平成１９年１２月２１日 

平成２０年１０月 ８日 

平成２０年１０月２９日 

平成２０年１０月２９日 

 

平成２０年１０月２９日 

 

平成２１年 ８月２７日 

平成２１年 ８月３１日 

 

平成２１年１０月 ６日 

平成２１年１１月２０日 

平成２３年 ３月１０日 

平成２３年 ３月１０日 

平成２３年 ３月１４日 

 

平成２３年 ３月１４日 

 

平成２３年 ３月１４日 

 

平成２３年 ３月２０日 

小型動力ポンプトーハツＶ５５ＢＳＸＢ－３級購入    第８分団(深港)へ配置 

昭和５４年９月１３日購入の第８分団（深港）小型動力ポンプラビットＰ４０７ 

老朽のため廃棄 

消防用ホース４５本購入                    各分団へ配置 

消防団操法用ホース９本  角型組立水槽１基  火点標示用標的１台購入 

小型ポンプトーハツＶ５５ＢＳＸＢ－３級購入      第４分団(馬込)へ配置 

昭和５５年８月１１日購入の第４分団(馬込)小型ポンプラビットＰ４０７    

老朽のため廃棄 

火点標示用標的１台購入 

小型動力ポンプシバウラＴＦ６４０ＭＨＢ－３級購入      第３分団へ配置 

昭和５５年８月１１日購入の第３分団小型動力ポンプラビットP４０７ 

老朽のため廃棄 

小型動力ポンプシバウラＢ－３級購入  第２分団へ配置 

第４分団(段)資機材倉庫廃止 

第８分団(浮津)資機材倉庫廃止 

消防用ホース（操法用）４本購入 

小型動力ポンプラビットＰ４５５ＡＳＤ－３級購入    第８分団(中浜)へ配置 

昭和５６年８月１９日購入の第８分団（中浜）小型動力ポンプラビットＰ４０７ 

老朽のため廃棄 

第７分団本部庁舎新築(牛根麓１１０８－３) 

小型動力ポンプラビットＰ４５５BS購入       第６分団（車庫）へ配置 

昭和５７年８月１０日購入の第６分団（車庫）小型動力ポンプラビットＰ４０６ 

老朽のため廃棄 

消防用ホース２０本購入                    各分団へ配置 

第２分団本部庁舎新築                    

消防用ホース１０本購入                    各分団へ配置 

消防ポンプ自動車日野デュトロＢＤＧ－ＸＺＵ３０４Ｅ型購入  第３分団へ配置 

昭和６１年９月２５日購入の第３分団消防ポンプ自動車日産サファリＦＧ６ 

                         第５分団（垂桜）へ配置替 

昭和５７年１１月２６日購入の消防ポンプ自動車Ｊ－ＦＧ１６０ Ａ－２級 

第５分団（垂桜） 老朽のため廃車 

小型動力ポンプシバウラSF６５６MZ購入       第５分団（垂桜）へ配置 

平成元年３月７日購入の第５分団（垂桜）小型動力ポンプラビット 

P４０７RM－３級老朽のため廃棄 

浮環（２個）、救命胴衣（４着）購入            第１・４分団へ配置 

消防用ホース１０本購入                    各分団へ配置 

消防ポンプ自動車日野デュトロＢＤＧ－ＸＺＵ３０４Ｅ型購入  第４分団へ配置 

消防ポンプ自動車日野デュトロＢＤＧ－ＸＺＵ３０４Ｅ型購入  第９分団へ配置 

昭和６３年８月２９日購入の第４分団消防ポンプ自動車 

日産サファリＴ－FＧＹ６０改           第５分団（垂桜）へ配置替 

昭和６１年９月２５日購入の第３分団消防ポンプ自動車日産サファリＦＧ６ 

第５分団（垂桜）老朽のため廃棄 

昭和６２年１０月２日購入の第９分団消防ポンプ自動車日産サファリＦＧ１６１ 

老朽のため廃棄      

第５分団（垂桜）庁舎新築 



 45 

平成２４年 ３月３０日 

 

平成２４年 ３月３０日 

平成２４年１１月１４日 

 

平成２４年１１月２１日 

 

平成２４年１１月２２日 

 

 

平成２４年１２月 １日 

平成２５年 ７月１６日 

平成２５年 ７月１７日 

 

平成２５年１１月１４日 

 

平成２５年１１月１５日 

平成２６年 ９月 ３日 

   

平成２６年１１月 ５日 

平成２６年１１月１０日 

平成２６年１２月１６日 

平成２７年 ２月２７日 

平成２７年 ３月 ３日 

 

平成２７年 ３月２３日 

平成２７年 ８月１０日 

平成２７年 ８月１１日 

 

平成２７年１２月１７日 

平成２８年１１月２２日 

 

平成３０年 ８月 ６日 

平成３０年１０月２３日 

平成３０年１１月 ９日 

令和 元年 ５月２３日 

令和 ２年 ２月１３日 

令和 ２年 ３月１８日 

令和 ２年 ８月２０日 

令和 ３年 ９月１７日 

スタンド付ハロゲンライト、発電機、ライフジャケット、浮環、 

電気メガホン、トランシーバー購入               各分団へ配置 

トーハツ２馬力船外機購入                  第１分団へ配置 

平成元年１２月４日購入の第２分団（中俣器材庫）小型動力ポンプラビット 

Ｐ４０７ＲＭ－３級 器材庫閉鎖のため廃棄 

消防ポンプ自動車日野デュトロＴＫＧ－ＸＺＵ６００Ｅ型購入  第１分団へ配置 

消防ポンプ自動車日野デュトロＴＫＧ－ＸＺＵ６００Ｅ型購入  第８分団へ配置 

平成５年９月２１日購入の第１分団消防ポンプ自動車（三菱）老朽のため廃棄 

平成元年９月２８日購入の第８分団消防ポンプ自動車（日産サファリ）老朽のため

廃棄 

消防用ホース２０本購入                    各分団へ配置 

小型動力ポンプトーハツＶＦ－５３ＡＳＢ－３級購入  第１分団(浜平班)へ配置 

平成５年１１月１２日購入の第１分団（浜平班）小型動力ポンプトーハツＶ３８Ｃ

Ｇ老朽のため廃棄 

平成２年１０月１６日購入の第７分団消防ポンプ自動車（日産サファリ）老朽のた

め廃棄 

消防ポンプ自動車日野デュトロＴＫＧ－ＸＺＵ６００Ｅ型購入  第７分団へ配置 

消防ポンプ自動車日産Ｊ－ＦＧ１６０Ａ－２級 第５分団車(垂桜)   老朽のた

め廃棄 

消防ポンプ自動車日野デュトロＴＫＧ－ＸＺＵ６００Ｅ型購入  第６分団へ配置 

消防ポンプ自動車日産サファリ９６ＺＦＧＹ６０    第５分団(垂桜)へ配置替 

国道道路拡張に伴い、新８分団庁舎引き渡し          第８分団へ配置           

総務省消防庁 救助資機材搭載型消防ポンプ自動車購入     第２分団へ配置 

平成８年 ３月２８日購入の第２分団消防ポンプ自動車（日産サファリ）老朽のた

め廃棄 

デジタル消防無線運用開始                   各分団へ配置 

小型動力ポンプ トーハツ３ＷＦ６１Ａ Ｂ－３級   第７分団（辺田）へ配置 

平成８年８月１２日購入の第７分団（辺田）小型動力ポンプシバウラＢ－３級 

ＴＨ－３５ＭＥ８－Ｂ老朽のため廃棄 

消防防災活動車（トヨタ ハイエース）購入           団本部へ配置 

水槽付小型ポンプ積載車ＴＫＧ－ＸＺＵ６８５ ＰＫＭＭＢ 購入 

第５分団（大野）へ配置 

安全対策装備品（チェーンソー９台）購入             各分団へ配置 

小型動力ポンプ シバウラＦＦ４５０ＡＳ 購入        第９分団へ配置 

昭和６２年１２月２日購入の小型動力ポンプ 老朽のため廃棄（髙野） 

安全装備品救命胴衣ＢＷ－２００３型 ８０着購入        各分団へ配置 

チェンソー用保護ズボン ９着購入               各分団へ配置 

防火衣一式 ５組 購入                   第３分団へ配置 

エンジンカッター（９台） 購入                各分団へ配置 

小型動力ポンプトーハツＶＦ６３１ Ｂ－２級 購入      第３分団へ配置 

 



200

220

150ｐｓ

151

151

163

150

160ｐｓ

33

220

151

39

面積㎡

35

小
　
　
計

４０ ～
６０ｔ
未満

２０ ～
４０ｔ
未満

２０ｔ
未満

290
（182）

151
(83)

83
(83)

47 6
9
(9)

施　　　　　　　設

山林火災用資機材倉庫

建　　設　　地　　番

新御堂１３２６-４（内ノ野）

構造及び階

441
（268）

1
(1)

現
在
設
置
数

防　　火　　水　　槽

井
戸
式

H6.2.15

消
　
火
　
栓

４　消防水利

６０ｔ
以上

耐火１

車　　　種

H27.12.16

建造年月日

３　山林火災資機材置場

水槽付消防ポンプ車 日　野

救　　急　　車

積　　込　　車

H30.10.9

R2.12.17

トヨタ

購入年月日・馬力車　　名

日　野

トヨタ

日野

ダイハツ H17.9.12

H24.2.29

H29.11.15

H19.1.26

消 防 ポ ン プ 車

救 急 車 ①

日　野

日　野

トヨタ

H27.12.11

H27.12.9

（１）本　　　　署

車　　　　種

水槽付消防ポンプ車

水槽付消防ポンプ車

トヨタ

　　　　　　〃　　　　　　

（令和４年４月１日現在）

　　　　　　〃　　　　　　

　　　　　　〃　　　　　　

モリタ
高圧1段ボリュートポンプ

資 材 搬 送 車

　　　　　　〃　　　　　　

電 源 照 明 車

車名 購入年月日・馬力 ポ ン プ 種 別

（令和４年４月１日現在）

備　　　　考

H22.3.25

（２）分遣所

日本機械工業
高圧バランスタービン

ＧＭいちはら
三段バランスタービン

日本機械工業
ＡＬ3000

デジタル無線機搭載

ポ ン プ 種 別

プ
ー

ル

14

（令和４年４月１日現在）

備　　　　考

デジタル無線機搭載

　　　　　　〃　　　　　　

　　　　　　〃　　　　　　

　　　　　　〃　　　　　　

　　　　　　〃　　　　　　

　　　　　　〃　　　　　　

（令和４年４月１日現在）

２　消防ポンプ自動車

*　( )内の数字は消防水利の基準に適合する設置数

H25.10.29

H20.12.2

救 急 車 ②

指 令 車

トヨタ

防 災 活 動 車

ダイハツ
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分遣所 内ノ野

1

2

1

1

1

1

1

1

4

1 2

救助用ブロック １式

1式

1 3

1 1 6

1

2 5

1

1 2

1

4 17

12 56

3 12

1

12

エンジンカッター

チェンソー

マルチ型ガス検知器

エアーソー

空気呼吸器一式

耐電手袋

空気ボンベ

心肺蘇生法訓練用

レコーディング・レサシアン・ジュニア

救命索発射銃

Vストラット

1

9

12

1

1

1

2

4

4

1

13

44

2

（令和４年４月１日現在）

1

1

1

1

1

品　　　　　　　　　　　　　　　　名
配　　置　　場　　所

本　署

ワイヤ梯子６号　　８．５メートル

救助マット

合計
区
分

5　特殊資機材配置一覧表

一
般
救
助
用
器
具

1式

1

ホルマトロ　ラムシリンダー

マット型空気ジャッキ

3

1

1張力計

弁ケイ

削岩機

ホルマトロ　油圧発生装置

ホルマトロ　スプレッダー

1式

救
急
教
育
用

器
具

重
量
物
排
除
用
器
具

切
断
用
器
具

ホルマトロ　カッター

隊
員
保
護

用
器
具

可搬ウインチ（チルホール）

オグラ電動油圧救助器具

破
壊
用
器
具

測
定
用
器
具

呼
吸
保
護
用

器
具
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分遣所 内ノ野

1 6

スバリ付深索棒 1

救助ロープ投下袋 2

救命胴衣（笛付） 5 25

水中ライト 4

水中用足ひれ（フィン） 6

水中用手袋（グローブ） 6

5

2

4

4

2

1

1

2 8

1 5

1

2 40 54

1 2

15 15

1 2

1 2 5

2 3

1 2

2 2

2 2

1 1

1 1

3 6

配　　置　　場　　所

2

6

山
　
林
　
火
　
災
　
用
　
資
　
器
　
材

携帯マイク

動力刈払機

双眼鏡

アルミ製背負子

水中用シュノーケル・マスクセット

合計

5

5

救命浮環

救助ボート

水難救助資材一式

6

4

電源照明車（照明塔、LED450Ｗ×２）

2

ウォーターチャージャー

山岳救助資機材一式

投光器一式（三脚・コードリール含）

水中用ブーツ

品　　　　　　　　　　　　　　　　名

20組

6

本　署

2式

20組

１式 １式

　　　　　　水筒・キャップライト・保護メガネ・ハーネス）

可搬式送水装置

ジェットシューター

林野火災用個人装備一式

3

2

1

1

丸型組立水槽（１．０㎥）

チェンソー

1

1

6

1

4

20

4

2

1

1

水
難
救
助
用
器
具

山
岳
救
助

用
器
具

　　　　吸管（２）・ノズル（２）・組立水槽（４）

そ
の
他
の
救
助

用
器
具

内訳　　　（リュックサック・ナタ・ノコ・カマ・ＧＩスコップ

内訳　ポンプ（２）・エンジン（２）・ホース（２０）

発電機 ＥＵ６　４　ＥＵ９　３　　ＥＵ１６　１　

バーティカルストレッチャー

バスケット担架

ヘリ・タンク

携帯用風向風速計

吹き流し

区
分

1

4

ウォーターチャージャー用延長ホース
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分団 面積

6.00

73.72

8.00

3 83.75

75.00

6.60

29.57

29.40

6 53.37

73.74

7.22

75.00

5.00

8.06

75.00

5.70

1

2

3

4

5

耐火　　　１

耐火　　　１

牛根麓1622-4（上ノ村）

二川９７３－５（深港）

本城４６１-1（上水之上）

海潟１９９２－１（脇登）

耐火　　　１

耐火　　　１

耐火　　　１

木造　　　１

車両・施設

ポンプ車１台

水槽付小型ポンプ積載車１台
小型ポンプ１台

ポンプ車１台・小型ポンプ１台

ポンプ車１台・小型ポンプ１台

上町１14番地（上町）

中俣200－3 海潟12－2の一部

浜平１８３８－１（俣江）

新城３４５３（宇住庵） ポンプ車１台・小型ポンプ１台

木造　　　１

耐火　　　１

（令和４年４月１日現在）

小型ポンプ１台

ポンプ車１台

ポンプ車１台・小型ポンプ１台

小型ポンプ１台

小型ポンプ１台

市役所庁舎内

構　造

7　避難壕

木造　　　１

9

S54.3.31

H23.3.20

H23.12.14

（令和４年４月１日現在）

田神１２２８－４０（垂桜）

簡耐　　　１

場 所

8

H26.12.16

S46.11.11

H16.10.14

建造年月日

耐火　　　１

耐火　　　1H29.12.15

S48.9.1

7

S55.3.10

H元.12.15

H13.11.26

5

S53.3.31

S59.8.20

R2.3.30

1

2

4
S56.3.25

6　車庫及び機材・資材置場

建造年月日 構造及び階 建 設 地 番

耐火　　　１

耐火　　　1

高城７８９（上馬込）

小型ポンプ１台

二川517-12

柊原７１５－５（並松）耐火　　　２

H19.12.21

H6.6.8

ポンプ車１台

木造　　　１

田神３６８８（大野原）

牛根麓１１３９（牛根麓）

牛根麓２７１６（中浜）

二川１７５７（高野） 小型ポンプ１台

ポンプ車１台

小型ポンプ１台

　　　　〃

ポンプ車１台・小型ポンプ１台境1226番地1

10㎡

〃

10㎡

〃

〃

鉄筋コンクリート造

面　　積

早 崎

前 崎

〃

21㎡

〃〃

居 世 神 S54.1.31

脇 登

小 浜

S54.1.31

〃

H20.3.31

〃
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